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ブルーフラッグを藤沢のレガシーへ

インタビュー・文 / 片山清宏・片山久美

藤沢市長　鈴木恒夫氏

　2021年4月16日。藤沢市の片瀬西浜・鵠沼海水浴場が国
内で5箇所目の国際環境認証「ブルーフラッグ」を取得し
た。

　認定書に書かれた「水質、環境マネジメント、環境教育、
安全とサービス、33の基準項目に関して一定以上の基準を
満たしていることを証明する」という言葉は、日本最大級の
海水浴客を誇るビーチでありながら、「汚い、怖い」とのイメ
ージがついて回った片瀬西浜・鵠沼海水浴場にとって、特別
な意味を持つ。

　「きれいで安心安全で誰もが親しめるビーチの実現」に
向け、藤沢市や江の島海水浴場協同組合、そして地元の海
を愛する人々が地道に努力してきた成果なのだ。

　ブルーフラッグ取得の一翼を担った藤沢市のトップ、第
22代藤沢市長・鈴木恒夫氏に話を聞いた。

「いたずら盛り」の少年時代

　1950年、藤沢生まれの藤沢育ち。鈴木は、のびのびと、い
たずら盛りの少年時代を過ごしたという。

　「今のさいか屋さんなどがある辺りに実家がありました。
親戚が青果市場を営んでいて、戦争から帰ってきた父は、
母とともに朝から晩まで仕事をしていました。私の両親は
放任主義だったので、いたずらばかりしてご近所の方に怒
られていましたね」

　藤沢駅が近かったことから、遊び場は駅の改札。見様見
真似で駅員の切符切りごっこをしたり、江ノ電バスが止ま
るたびに、バスガイドがアナウンスする江の島観光の話を
飽きもせずに聞いているような子ども時代だった。

　「大道小学校に進学した頃から、お店番をしたりと、お
店の手伝いもするようになりました。年末年始の贈答品が
売れる時期には、石けんを包む手伝いもしていましたね。
不器用だったけど、これだけは得意でよくできた、と褒め
られましたよ」

　学校が休みの日は、友だちと海に出かけた。当時の江の
島にはまだヨットハーバーがなく、海の家のボートに乗っ
て、「江の島探検隊」と称して江の島を一周。きらきらと輝
く水面にボートを浮かべ、時を忘れて友だちとはしゃぎ合
った。

　「ボートを漕ぎ出した頃は引き潮だったのに、気づいた
ら満ち潮になっていて。ボートを泊める場所がないんで
す。どうしよう、と友だちと崖を見上げて途方に暮れたのを
覚えています」

東京オリンピック聖火ランナー

　小さな頃から身体の大きかった鈴木は、高学年から陸
上の才能を開花させ、進学した藤沢市立藤ヶ岡中学校で
は陸上競技部に所属。100メートル走で市内1位という輝
かしい成績を残した。この実績が買われ、1964年の東京オ
リンピックでは聖火リレーの随走者に選ばれたのである。

 東京オリンピックの聖火ランナーは、トーチを持つ正走者 
1名と副走者 2 名、五輪旗を持つ随走者 20 名で構成され
た。ランナーは、当時神奈川県に設置された聖火リレー実
行委員会が、体育や競技会の成績を考慮して選抜され、正
走者と副走者は 16 ～ 20 歳の男性、随走者は中学生から 
20 歳までの男女にそれぞれ委嘱された。鈴木は、当時中学
3年生で数々の記録を残している陸上部部長。随走者にふ
さわしい人物だったのである。

　「オリンピックにたずさわれること、日の丸のユニフォー
ムが着られることがとても嬉しかったですね。もう50年以上
前のことですし、その時に着たユニフォームを処分しようか
なと思っていたんです。そうしたら、まさかもう一度オリンピ
ックが来るとは夢にも思いませんでした」

　10月7日、鈴木は聖火リレーの随走者として藤沢郵便局
から藤が谷までを無事に走り抜けた。中継地点となった藤
沢市役所前の土手には、聖火を一目見ようと多くの人で賑
わったという。10月12日からは江の島でヨット競技がスター
ト。

 藤ヶ岡中学校は高台にあったこともあり、窓際の席に座っ
ていた鈴木は、授業中にカーテンがはためくなか、ヨットの
帆が見え隠れするのを目で追っていた。
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　その後、神奈川県内屈指の難関校である県立平塚江南
高等学校に入学。文武両道ぶりを発揮する鈴木は、陸上部
に所属し、100メートル走、110メートルハードル、砲丸投
げ、走り高跳びの5種競技で活躍。その後、得意だった110メ
ートルハードルでは県大会優勝という輝かしい成績を残し
ている。

　「5種競技の中でもハードル走が一番得意で、途中からハ
ードル一本に転向しました。陸上は好きでしたね。ただ黙々
と走る。そうすると頭がスーっとするんです。毎日部活が待
ち遠しくて」

29歳で政治の道へ

　早稲田大学教育学部を卒業し、民間企業への就職を経
て、29歳で政治家になった。

　「大それたものはありませんが、結婚したときに仲人さん

からいただいた『仕事に惚れろ、地域に惚れろ、女房に惚れ
ろ』という“三惚れ”を胸に、藤沢市のために力になりたい一
心でやってきました。ハードル走と一緒です。倒れることを
怖がっていたら前に進めない。政治の道に進むと一度決断
してからは、揺らぐことはありませんでした」

　1979年4月。初めての市議会議員選挙では、定数44人中
42番目で当選。初選挙こそ辛勝だったが、以後、市議4期、
県議5期、そして3期の市長選挙と今日まで連続して地方自
治一筋に努めてきた。その強さは、ただひたすらに「藤沢を
よくしたい」という政治家としての強い信念ゆえである。

ブルーフラッグを新しいレガシーへ

　そして、2021年4月。藤沢市の片瀬西浜・鵠沼海水浴場が
国内で5箇所目の国際環境認証「ブルーフラッグ」を取得し
た。

　同認証を受けた江の島海水浴場協同組合の森井裕幸
理事長は、民間団体として国内初の快挙を鈴木市長に報
告した。

　「ここまでの道のりが長かったので、まずはほっとしてい
ます」と語り、市や組合員、NPO法人湘南ビジョン研究所を
はじめとする市民団体や海を愛する一人ひとりの協力が
あってここまで来られた、そして、ここからがスタートであ
り、持続可能なビーチの実現に向け、SDGsの海岸モデル
を示すため、これからもみんなの協力を得て進めていき
たいと熱く語った。

　これに対し鈴木は、長年、海を見てきて、最近、海を大事
に思う人の気持ちをとても強く感じると語った。

　「前回の東京オリンピック前、高度経済成長期の頃の海
はどんどん汚くなっていったんです。地元の婦人団体の皆
さんが見るに見かねて掃除を始めたのがビーチクリーン
の始まり。それが1964オリンピックのレガシーとなりまし
た。今回は、海水浴客の減少をなんとか食い止めようと、
『きれいで安心安全で誰もが親しめるビーチの実現』のた
めに組合の皆さんが中心になってブルーフラッグの取組
を進められました。しかも、市民だけでなく、遠く県外の方

も巻き込んだ活動に発展して、2回目の東京オリンピック開
催年に見事取得。今回のブルーフラッグは、2021東京オリ
ンピックでの藤沢の新しいレガシーになりますね」

市民の活躍がまちの基盤に

　最後に、これからの若い世代へ期待することを聞いた。

　「若い世代の皆さんは、それぞれいろいろな道を選択し
て、いろいろな挑戦をしてもらいたい。でも、いつか地元に
戻ってきて活躍してもらいたいなと思っています。今回のオ
リンピックも、オリンピックそのものも大事ですが、それを
支えてくださる『2020応援団藤沢ビッグウェーブ』やシティ
キャストなどのたくさんの市民ボランティアの方がいれば
こそ。自分たちの活躍がまちの基盤になるということは、と
てもやりがいがありますよ。東洋のマイアミビーチというイ
メージに少しでも近づけるよう、ブルーフラッグの活動をこ
れからもみんなで盛り上げていきましょう！」

　江の島、富士山を背景にはためく片瀬西浜ビーチのブル
ーフラッグは、とても美しいだろう。今年の夏が今から楽し
みだ。

（了）

2期目の市長選挙で演説をする鈴木市長
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Report
 

ビーチクリーンの秘密兵器「すなふる」

　はじめまして︕勝谷琴音です。湘南VISION大学にインターンをしている高
校3年生です。このコラムでは、ビーチクリーン活動を効率的に進めることが
できる「すなふる」という道具を作った高校3年生の松木工弥さんの幼少期か
ら現在までのエピソードなどを紹介しています。
　そもそも私が湘南VISION大学にライターとしてインターンをしようと思っ
たきっかけは、昨年、片瀬海岸のビーチクリーン活動に参加した時に、私と同
じ同世代である中高生の人が少なかったことです。中高生は環境問題に対する
意識が、他の世代に比べて高いはずなのに、ビーチクリーン活動に参加する層
はほとんどが中年層でした。そこで、もっとビーチクリーンの活動の魅力など
を特に中高生に対して記事を通して伝えたいと思いました。

 今回のインタビュアーは平塚中等教育学校の松
木工弥さん。私が松木くんに出会ったきっかけ
は、4月に参加した湘南のビーチクリーン活動で
した。松木くんの作った「すなふる」に興味を
持ち、インタビューをさせていただきました。

（勝谷）小さい頃はどんな子どもでしたか︖
（松木）陶芸家の両親の影響で、ものづくりが
好きな子でした。「何か欲しいものがあれば作
ってみれば」と言われて育ってきた。初めての
ものづくりは戦隊ものの武器。作るだけではな
く、筆記用具などを勝手に分解して母親に怒ら

れました（笑）自分で作りたいなと感じている
ものが実際に表現できるのが楽しいですね。囲
碁や野球などの習い事にも励んでいました。

（勝谷）小さな頃からものづくりに興味があっ
たんですね︕中高の6年間はどのように過ごして
きましたか︖
（松木）中学3年間は剣道部に所属していまし
た。剣道のおかげで精神力が強くなり、忍耐強
くなりました。
　中学1、2年生の時に母親の勧めでプログラミ
ング教室に通い、高校に入学してからは、毎週

水曜日に『ファブラボ鎌倉』というものづくり
実験工房に通って、そこで3Dプリンターの魅力
に惹かれました。

（勝谷）文武両道の学生時代ですね。今回、私
が松木くんにインタビューをしたいと思ったき
っかけである“すなふる”。これはどのようなも
のですか︖つくり始めたきっかけはなんて゛す
か︖
（松木）すなふるは、直径5㎜以下のプラスチッ
ク、つまり、マイクロプラスチックを収集する
道具です。きっかけは、海に遊びに行った時に、
砂の中に埋まっているマイクロプラスチックを
見つけたこと。効率よく取るために3Dプリンタ
ーを使って道具を作れないかと思ったのです。

（勝谷）すなふるを制作するにあたって、一番
大変だったことは何でしょうか。
（松木）設計のデータづくりに2～3日かかるた
め、モチベーションを保つのが難しかったです
ね。でも、野球や剣道を通して得た粘り強さを
生かして、なんとか乗り切ることができました。

（勝谷）将来の夢は︖
（松木）3Dプリンターを使った研究を大学でし
て、将来的には、3Dプリンターの発展に貢献し
ながら、環境問題の解決に役立てられるような
道具を作り続けたいと思っています。

 はじめは緊張していましたが、次第に打ち解け
て気づけばあっという間の時間でした。
松木くんの活躍を、これからも応援していきた
いと思います︕（勝谷）
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