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第 95回 :「 愛媛 の 隠れ た魅力、愛媛 に
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7号及び前線等 に伴 う大雨 によ り被害 にあわれた方 々にお見 舞 い 申 し上 げ

ます。日本銀行松 山支店で は、四国財務局局松 山事務所長 と運名で 、金融上の措置を要請
してお ります。
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昨年 5月 に松 山支店 に赴 任 してか ら、早いもので、1年

2か月が経 とうとしています。

最初 の本 コラムで、「愛媛 0松 山に来て、最初 に思 い浮かん だ言葉は『 バ ラエテ ィ とコン
パク ト』」、 「愛媛 は、自然の面でも、また産業の面でもパ ラエテ ィに富んでお り、支店
のある松 山は路面電車な どを通 じてコンパク トにま とまって いて、 とても住み易 い」、
「ず っとお住 まいの方 にとつて は当た り前の ことかも しれ ませんが 、素晴 ら しい環境で 、
外か ら来 た者だか らこそ気が付 くこともある と思 います 」 と書 きま した。その思 いは、今
も変わ つていません。

昨年夏、スキュ ーバダイ ビング を した り、キ ャニオニ ング を した りして、南予の素晴 ら
しい自然を満喫させて頂 きま したが、地元の方で も、経験 され たことがある方 はあま り多
くないように思います。豊かな 自然以外 にも、例 えば、平均通勤時間が 20分 と短 いのも、
愛媛の魅 力の 1つ だ と思 います (東 京 は40分 です )。
こう した ことか ら、愛媛 と東京では、自由になる時間が 1日 50分 程」
度違 うそ うです。平
日だけでも、 1週 間で約 4時 間。 1年 間だ と220時 間程度 にな り、1日 16時 間起 きている
とする と、ほぼ半月分 も自由に使える時間が、愛媛の方が東京 よ りも長 いことにな りま
す。そう考える と、 この 1日 約 1時 間を、自己研 さんな どに有効活用 してい くことが重要
と感 じられ るようになる と思 います。 こう した ことは、ず つ と愛媛で暮 ら していても、気
が付かないのではないで しょうか。逆説的 に聞 こえ るかも しれ ませんが 、地元の魅力 に気
づ くため にも、ひ と時、外 に出てみる ことも有効なように思 います。

また、愛媛で暮 ら し、地元の方 と親 しくさせて頂 いて、その郷土愛の高 さも強 く感 じま
す。愛媛 には一通 りのものが揃 つていることもその 背景 にある と思 いますが 、敢 えて、

「愛媛 に無 いもの 」を挙 げてみ ます (私 は、スポ ー ツ観戦や海が好 きなので 、かな り偏 つ
た例 にな っているかも しれ ません )。

「スポーツに力を入れており、スポーッが好きな人が多いのに、県民がこぞつて熱狂 して
応援できる 1部 リーグのプロスポーツがない」
「海が身近で釣 りをする人は多いのに、天候に左右されずに楽 しめる水族館がない」
「海岸線が全国第 5位 と長いのに、波音を聞いてリラックスできるような砂浜が少ない」
無いには無いなりに、それぞれ理由があることは十分承知 してお り、批判する意図は全
くあ りません。これらは例に過ぎませんが、一通 りのものが揃つている愛媛だからこそ、
敢えて、「今無いものを求めていく貪欲さ」も必要なように思います。人口減少のなかで
も、そうした取組みを進めて行けば、愛媛のポテンシヤルをまだまだ引き出していく余地
はあると思います。
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(日 本銀行松山支店長・金沢敏郎氏)

