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○コーディネーター：中山 幹生氏 東京農業大学 農山村支援センター 学術研究員 

 

中山 これから 5時ぐらいまで、皆さんと一緒に時間を過ごしていこうと思います。 

この企画の趣旨は、実は皆さん、たくさん話したいと思うのです。だけど、普通のシンポジウ

ムだとずっと黙って聞いていなければいけないということで、非常にフラストレーションがたま

るだろうと。今回、このイベントの企画が「対話」です。その対話をしながら、その中から次の

新しい形を見ていこうと考えた全体の企画があります。 

先ほどの基調講演で澁澤先生がお話をしていて、どうも時代が変わってきているぞと。今まで

は都市と農山漁村とは違っていて、どちらかというと農山漁村が都市みたいになっていくのが地

域の幸せという世界が 50 年ほど続いていましたが、どうもこれからは都市も農山漁村も対等の

関係の中で、お互いの悩みを解決していくような新しいスタイルを模索する必要がある、という

お話をしていたと思います。農山漁村も不安だし、都市も不安だと。都市と農山漁村がそういう

対等な関係を新しく築くことで、どういう形が見えてくるか。そんなことをこれから皆さんと少

しお話ししていけたらいいなと考えています。 

題して「半島と都市のつながりはこれからどういうふうにつくっていけるのか」、これを皆さ

んと話していく内容の基本的なテーマにさせていただきたいと思います。 

これだけの大人数の人が話すというのはなかなか難しいということで、皆さんはご存じかと思

いますが、今回「ワールド・カフェ」という対話の方法があります。これはテーブルに 1 人動か

ない人がいて、あとの人はどんどんテーマごとに回っていきます。そうすることによって、限ら

れた時間でたくさんの人と意見交換をしていくことができるという一つのワークショップの方

法です。 

今までやったことがある人、手を挙げてみてください。結構いらっしゃいますね。今回初めて

という方、どのぐらいいらっしゃいますか。オーケーです。ちょうどいいぐらいですね。知って

いる人はぜひ、皆さんが円滑にいくように進行をサポートしてください。 

ここで実際に体験していただいたら、皆さん地域へ帰られたり、何か会合があるとき、ぜひこ

の方法を使ってみてください。そうすると、じっと黙って座っているおじいさんなども意外に

しゃべり出したりします。ひとつ方法として学んで帰っていただくのもいいかなと思います。 

話の進め方ですけれども、実は今、事務局のほうでホストになっていただける方を頼んでいま

す。ちょっと手を挙げてください。 

ホストの人は、ずっと動きません。そのテーブルにずっと座ったままです。そのほかの人はゲ

ストになりますので、テーマごとにどこかテーブルを動いてください。今日はテーマをどのぐら

いやろうかというのは皆さんのノリで考えますが、最低３つぐらいはやりたいと思っています。

それでテーマごとに動いていただくと。 

それから、皆さんの名札にピンクのラインの人とブルーのラインの人がいます。 

ピンクのラインの人、ちょっと手を挙げてください。たくさんいらっしゃいますね。その方は、 

セッション１ 半島×都市。新しいつながりを語り合おう    



2 
 

半島地域から今日やってきている人です。テーブルの中が全部半島だという人はいますか。さす

がにそれはないですね。 

ブルーのラインの人、手を挙げてください。ブルーの方は、半島以外から参加している方です。

まあまあかな。いいバランスですね。 

大体、半島の人と、都市というか半島には関係ないという方が混ざっている状態で始めたいと

思います。今、大体いいバランスだったのでいいかなと。 

ちなみに、都市から来た人は手を挙げてください。半島には行ったことがありますか。 

参加者 あります。 

中山 どこですか。 

参加者 結構たくさん。中山さんと一緒に前、仕事をしていたので。 

中山 ネタをばらしてしまうとダメですよ（笑）。もう少し演技してほしかったな。 

じゃあ、そちらの方はいかがですか。 

参加者 実は、行ったことがないんですね。 

中山 素晴らしい。どんな所だと思いますか。 

参加者 コミュニティーデザイナーの山崎さんとは少し絡んだことがあって、ちょっと話を聞い

たことはあるのですが。何かのどかな暮らしをしているのかなというイメージが結構強いです。

都市とは違ってちょっと時間の流れが。 

中山 半島の人、果たしてのどかでしょうか。 

参加者 分かりません。イメージです。 

中山 はい。そんなイメージを持たれているということです。 

では、半島から来たという方、手を挙げてください。どこから来ましたか。 

参加者 薩摩から来ました。 

中山 何をやっている人ですか。 

参加者 学生です。 

中山 私たち、なかなか会話が続かないね。 

（会場から笑い） 

そういう形で、半島の人と都市の人がばらばらに混ざっていますので、その皆さんとこれから

共通のテーマについてお話をしていきます。 

お話をするとき、エチケット、ルールを決めさせていただきたいと思います。 

まず、私が問を発しますので、その問についてすごく集中して一生懸命考えて話し合ってくだ

さい。ついつい雑談をしたり離れていきそうになりますけれども、極力、離れそうだなと思った

らホストの方、少し戻しながらテーマに引きつけてください。 

それから、どうしてもことの経緯からあれこれと、何が言いたいのか分からずに長くなってし

まう人がいます。できるだけ考え方を積極的に言ってほしいのですが、短めに簡潔に伝えるよう

にしてください。できれば全員が一緒に、一言は話していけるようにしたいと思いますので。 

それから、人が話しているときは絶対に遮っては駄目です。耳を傾けて聞いてください。 
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それから、誰かが言ったアイディアで「面白いね」とか「そうだね」と、賛同するときはそれ

につなげて、「私もこう思う」とか「こういうのもあるんじゃないの。」などという形でアイディ

アをつなげてみる。そんな話し合いもしていただきたいと思います。皆さん同士でいろいろお互

いの話を耳にしながら、新しいつながりはどうつくっていたらいいのか、ということを少し考え

ていきたいと思います。 

それから、皆さんの所に紙を置いてありますね。それは自分のメモ代わりに使ってもいいです

し、考えていることを人に説明するときに絵を描いてもいいです。何をしていただいてもいいの

で、自由に使ってください。 

それから、ホストの方。話題ごとにメンバーがテーブルを移動するので変わります。メンバー

が変わったら、「そのときこんな話をしていたんだよ」ということを新しく来たゲストの方に伝

えてあげるということをお願いしたいと思います。 

大体の流れは分かりましたか。質問のある人は手を挙げてください。 

それでは進めたいと思いますが、そんなに緊張せず、その辺の飴を自由に取って食べてくださ

い。それから飲み物も、自分のペットボトルを持っている方はどうぞご自由に飲んでください。

それから、お手洗いも基本的には行っちゃ駄目とは言いませんので、行きたいときはテーブルの

方に断って行ってください。もちろん途中で休憩は挟みますが、そこも拘束しません。大人の会

議ですので、自由にやっていただくようにしたいと思います。 

それでは早速ですけれども、最初のテーマです。 

「半島と都市のつながりはどんなものをイメージしますか。」ということを皆さん、最初のテー

マとして話し合ってみてください。どんなことでもいいと思います。僕らも答えがあるわけでは

ないです。新しいつながり、どんなものがあるだろうな。 

それと、できれば各テーブルで「私は何々でこういう者です」ぐらいはやってください。この

70 人を全部まとめて自己紹介するとそれだけで 1 時間かかりますので、各テーブルで自己紹介

をして始めてください。 

それで、１個のセッションの時間を 20 分と設定します。私のほうから止めませんので、20 分

たってだいたい話し尽くしたと思ったら手を挙げてください。うちのテーブルが終わったという

のを挙手で知らせてください。それでは、始めてください。 

 

約 20 分、テーブルごとにセッション 

 

中山 皆さん、だいたい話が済んだようなので、次のテーマへ移ろうかと思います。 

次のテーマに移るのですが、さっきホストの方を決めました。ホストの方はそのまま座ってお

いてください。ほかの方は、今度は席を動いてテーブルを移ってください。そのときに、同じテー

ブルの人とできるだけ一緒にならないように、遠くへと動いてください。全員遠くへ行ってもい

いです。では、まず移動してください。 

中山 動き終わりましたか。全員シャッフルされましたか。 
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さっきは自己紹介しながら話してもらいましたけれども、次は、皆さんがいた前のテーブルで

はどんなお話をしていたのかということを、自己紹介と併せて一言しゃべってください。ホスト

の方から始めてもいいですし、よそから来た方から始めてもいいです。「私はどこから来た何々、

誰々です。前のテーブルでは、新しいつながりとはこんな話が出ていました」というのを一くだ

り話していただいた後に、次のお題へ。「では、そのつながりはどうやったらつくれそうかな。

こうやったらつくれるんじゃないかな。どんなきっかけが考えられるかな」というのを、皆さん

で一通り材料がそろったところで話し合いをしてもらいます。 

前のセッションは自己紹介でほとんど費やされていたので、少し時間を延長しました。今度こ

そ 20 分でやっていきます。なので、だいたい皆さん発言が終わって時間が 20 分ぐらいになった

ら、僕が目で合図をしていきますから、終わった人は手を挙げて「終わりました」と合図をして

ください。それでは、始めてください。 

 

約 20 分、テーブルごとにセッション 

 

中山 どうでしょうか。 

では、だいたいどこのテーブルも一通りお話を書き出したかな、という感じでしょうか。今テー

マ 1で、「新しいつながりとはどんなイメージがある。」ということを皆さんに話してもらいまし

た。それを、テーブルを移動してシェアしてもらいました。「では、新しいつながりはどうやっ

てつくる。」というふうに話を進めてもらってお話をしました。 

ちょっと回って聞いていると、前向きに「こうしたらつくれるよね」というテーブルと、「こ

れがあるからつくれないんだよね」という、わりとマイナス要因を出してきているテーブルと、

結構メンバーによって方向性が違うんだなと思いながら聞かせていただいていました。 

いよいよ、これが最後のテーマです。どういうものが新しいつながりだというイメージを持っ

ていて、それをどうやってつくるのかというお話があったかなと。シェアをしなくても一通り話

が出ているので、今度テーブルを動いてみんなと話してほしいのは、「自分だったら、新しいつ

ながりをつくるためにこういうことからやろうかな」、「こういうことならできそうだな」という

ようなことを、少し皆さんと話してもらおうかと思います。 

それでは、またテーブルを動いていただいて、ホストの方はそのまま。 

 

約 20 分、テーブルごとにセッション 

 

中山 本当は最初のテーブルに戻るのがルールなんですが、今回の目的はたくさんの人と話して

もらうほうにウエートを置いているので、ちょっと変則的に動いてもらっています。よろしいで

しょうか。 

いろいろ話をしてきました。いまここに 70 名ぐらいいるのですが、一応これで 3 分の 1 以上

の人とは 1回話したという関係になります。この後、懇親会もありますので、いろいろ、もっと
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個人的なつながりをつくって情報交換をしてもらえれば、ここを仕掛けた事務局側の目的は達成

できるのかなと思っています。 

最後に、自分のこととして考えてください。新しいつながりをつくろうと思ったら、「こんな

アイディアがあるよ」というのをぜひ僕らに聞かせてほしいのです。そういうものを皆さんから

知恵をいただいて、これから半島の振興を考えていくときには「そうか、こういう新しい関係の

つくり方だったらできると考えている人もたくさんいるんだな」というのをぜひ教えていただき

たいなと思っています。 

ですので、ここからもう 1つテーマですけれども、「自分で新しいつながりをつくるとしたら、

こんなことがいいんじゃないかな」と思っていることを少し皆さんと話し合ってみてください。

時間はまた 20 分ぐらいにしましょう。それでは、よろしくお願いします。 

 

約 20 分、テーブルごとにセッション 

 

中山 だいたいのテーブルはお話が終わったようです。3 番目のテーマ「つながりをどうつくる。」

というお話をしてもらいました。それでは、最後に皆さん、最初のテーブルへ戻ってください。 

それでは、どうですか、長かったですか。 

短かったという人、手を挙げてください。それはよかった。「長いよ」と言われたらどうしよう

かと思った。 

今、いろいろと話をしていて、たぶんどこのテーブルもすごく似たような部分と、少し違う部

分とが出ていると思います。ホストの皆さんはずっといろいろな話を聞いてきたので、元へ戻っ

てきたテーブルの人にも「こんな話が出たんだ」ということを共有してください。また、他のテー

ブルの人とも共有をしたいので、それぞれ「こんなことが出たよ」ということ、無理にまとめよ

うとしなくていいので、「こんな話が出た」という話をしてください。 

それから、そのつながりをつくるときに「こんなふうにしたらつくれるんじゃないか」という

話も出ていた。そして、「自分がつながりをつくるとしたら、こんなことをやるよ」という話、

無理にまとめなくていいので「こんな話が出たよ」と印象に残っているところを少しお話いただ

きたいと思います。 

では、このテーブルの畦地さんから。 

参加者・畦地氏［幡多地域］ 皆さんは基本的に、半島に来てもらいたいと思っているというこ

とですね。都会の人が行きたいと思っているかどうかは別として、来てもらいたいと思っている

と。 

では、「来てもらいたい理由は何ですか。」というと、正直、来てもらうことによる経済効果を

期待しているということになったのですが、でもやっぱり、人というのは追いかけると逃げるん

ですね。「買って」と言うと「要らない」と言われるので、そうではなくて、むしろ「来て、来

て」というよりも、そこに住んでいる自分たちが日々楽しく、どうやって暮らすかというところ

に重点を置いたほうが、「何か、あそこ楽しくやっている。何だろう。」みたいなほうが、情報が
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出ていって人が来るのではないかという話で、皆さん「うん、うん」というふうに首を振られて

いたように思います。 

僕ぐらいの年代のときには、地域のことを習うことがなかったという話をしました。「オール

ジャパンの、文部科学省が作った教科書しか習わなかった」と言うと、もう少し若い方が「いや、

僕たちのときには、地元のことも歴史などを習った本がありました」と。そこで、だいたい年齢

が分かる層と 2 つに分かれたんですけれども。やはり、小学校・中学校のときに地元のことを習

うということ、きっとその積み重ねが地域に誇りを持って、よそに出ていっても地域を語れる、

自慢ができる。帰ってきたら、こういい所があるということがきちんと認識できて、地域に誇り

を持てた人たちが増えることが一番大事ではないかという話で、これも皆さん「うん、うん」と

首を縦に振られたように思います。 

中山 ありがとうございます。 

そうすると、今の畦地さんのお話は、テーマ 1，2，3がうまく区切れてないのですが。つなが

りのつくり方としては、こっちが楽しく暮らしていると、向こうが「いい臭いがするぞ」と言っ

て寄ってくるようなつながりのつくり方をすればいいと。従って、無理に呼んだり媚びたりする

必要はないんだと。自分の日々の暮らしをどう楽しくするか、それだけを考えていこうと。 

参加者・畦地氏 まあ、それだけではないですけど。基本はそういうことですね。 

中山 基本はそれを考えていこうという、そんなお話を今いただきました。 

どうでしょうか。一通り聞いてから、話をしましょうか。 

そしたらこのテーブル、間山さん、どうでしたか。 

参加者・間山創氏［下北］ うまくまとめられませんが、テーマ 2の「新しいつながりとはどん

なもの。」というので話に出ていたのは、あまり「くくる」というのが良くないのかなと、みん

なの話を聞いていて思っています。 

例えば今の話だと、都市と半島のつながり。もうそこでくくっているのがあまり良くないのか

なと。来てもらうんだったら、別に誰でもいいのかなと思って。「そもそも、来てもらうという

言葉自体が好きではない」という話も出ていました。それこそ畦地さんも言っていた「来て、来

て」というような「来てもらう」というのではなくて、「勝手に来ればいい」というような話が

すごく面白いと思いました。「どうつながりをつくっていくか。」という話はすっかり抜けてしま

いましたが、「今どうするか。」といったときに、楽しそうな姿を見せるというのも出ていました

が、自分たちの暮らしが幸せだと思っていれば、自分たちが楽しく、幸せな暮らしをしていれば、

それこそ勝手に来るんじゃないかと。自分たちが幸せに暮らしていて、「ここが楽しいから、こ

こに来いよ」ぐらいに言えるような感じになればいいのではないのかな、ということがうちの班

のまとめになりました。 

中山 ありがとうございます。 

結構、みんな強気だね。いや、全然否定してないよ。いいなと思っているんだけど。 

参加者・間山氏 そうなればいいなと。 

中山 はい。では、後でどうやって幸せになればいいか。その幸せの見つめ方を少し皆さんで議



7 
 

論してみたいと思います。 

では、こちらの班は笑平さんでよろしいでしょうか。 

参加者・加藤笑平氏［宇土天草地域］畦地さん、間山さんの話とほとんど同じです。本当に。やっ

ぱり自分たちが半島に住んでいるということは、一人ひとりが誇りを持てる土地だと思います。 

僕は東京生まれですけど、半島はやっぱり面白いです。その面白さというのを、自分が本当に

常に日々刺激を受けているので、その刺激を僕のフィルターを通してまた誰かに伝えたい。僕は

本当に自分が楽しくやっていて、住み開きというか、誰が来ても受け入れて、それを何か感じて

もらい現場を提供して、来る者拒まずというか、そういう場所をずっとつくり続けようと、そう

いう考えが一番ベースにあります。個人でできること、一人でできることがベースにあるのかな

と思います。 

僕のテーブルにいるジェフリーさんが言っていたのが、やはり都市と半島の関わり方、迎え方

などは対等ではないと。やはり、お金を返してくるとか、人とのやりとりの中で感謝の気持ちを

表す過程に、ズレや違うなと思うことも感じるという話も出ました。それもたぶん個人個人でそ

の現場に向き合うというか、向き合えるような場所をつくるということでクリアできるのかなと

思います。目と目を見て話すとか、体温がよく分かるような環境や場をつくるとか、そういうこ

とがたぶん、まずはできることだと思います。僕は美術が中心にありますが、何があってもいい

と思います。イノシシがあったり、パソコンがあったり。でも、その現場に何か 1つ色があって、

それを、中山さんが言われたように嗅ぎつけるてくるきっかけがあれば、あとは場所があればい

いのではないかと。 

まあ、みんなコメは作りましょう。土地がなくても、コメは基本だと思います。 

中山 ありがとうございます。すごく哲学的なお話だったと思います。 

今の笑平さんのお話の中で 1 つあったのは、“つながり”です。地域のつながりというふうに

考えたり、組織のつながりと考えがちです。今日の話でもあったように、最初は大学でつながる

んだけど、結局は人がつながっていて、初めて大学のつながっていることの意味が出るといった

話と通じると思います。「新しいつながりとはどんなもの。」というのはどうも、もっと顔の見え

る関係、ヒューマンな関係。そういう個人と個人から始まるような関係。それを偶然ではなくて、

もっと仕組みとしてつくれる方法。そんなものが新しいつながりのイメージにちょっと出てくる

のかなと、今思っております。 

ここのテーブルは神さんですね。 

参加者・神直文氏［津軽地域］ 「新しいつながりとはどんなもの。」ということで、ちょっと

つかみどころがなかったのですが、地元の人が地元のものを食べられるのが、ひとつかなと。大

間のマグロでも、島原の人はたこを地元で食べられないという話があって、地域の特産品を地元

で食べてもらえるような環境を作ったことでちょっとした…、どういうつながりかは言えないの

ですが、やはり新しいつながりの一つになるのでは、ということでした。 

テーマ 2 の「新しいつながりはどうつくる。」に関しては、“子ども”がキーワードになって、

子どもが地域のつなぎ役になったり、ジェネレーションというか大人と子どものつなぎ役になる
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ということがあるのかなと話していました。 

「つながりをつくるために自分は何をする。」に関しては、自分が楽しんで、自分が発信すれ

ばいいと。それと、自分たちが生きざまを見せるというか。そういうことによって、次世代に追

う者がつながっていくのではないかという意見がありました。以上です。 

中山 ありがとうございます。 

もう少し、追加でお聞きしたいのです、“子ども”がキーワードになって、どんなつながりを

つくればいいのですか。少し具体的に聞かせてもらえますか。 

神氏 子どもたちは、出ていったら帰ってこないんですね。帰ってこさせるためにどうすればい

いかというと、子どものうちに仕込まなければいけない。子どものうちに、「この地域はこうい

う所なんだよ」とか、そういうことをちゃんと子どもに認識させて、今のこの自分たちの半島、

そういう感覚を常に長く意識させることだと思います。 

中山 学びというか気づきというか、「教育」と言ってしまうとちょっと違うかもしれないけれど

も、そういうところが欠けていたのではないかということですか。 

神氏 そうですね。青森県の場合、高校生などは知事の前だと結構「自然がいい」とか「緑が豊

か」と言うんですけども、実際に生で聞くと、「田舎くさい」とか「フジテレビが見られない」

とか、そういう話ばかりになってしまって、「あ、実際はこうなんだろうな」と。その子が 18

歳になって東京に行ったときに、帰ってこようという気持ちになるのかなというのが疑問でした。 

中山 なるほどね。どうでしょう、たらこさん。同じ青森出身で 1 回東京に出て、大間へ戻って

きましたよね。どんな気持ち。 

参加者・古川たらこ氏［下北地域］ いや、本当に「二度と帰ってくるもんか」と思って出たん

ですけど。 

私は小さいころ、学校で「なまるな」と言われていました。自分のことを「わい」と言うので

すが、「わい」と言うと怒られて育った世代なのです。徹底的に田舎っぽさというか地域愛とい

うのを削り取られて育てられた世代なので、それと比べればやっぱり都会のほうが偉いみたいな

思い込みがあって、東京に行って 10 年間かけてそれを抜いて戻ってきたという状態です。 

今の子はそれがない分、田舎に帰ってきやすいのではないかと思い、私たち「あおぞら組」で

も地元小学生に“ゲリラ魂”を刷り込んで、サケのように戻ってこいよと。田舎を捨てて行かな

ければいけないのだったら、行った先々で地元のことを撒き散らしてこいという、そんな感じで

やっています。 

中山 ありがとうございます。 

つながりのつくり方ですと、“子ども”というキーワード、“世界をつなぐ”というキーワード

が出ました。そのへんは、また次に 1周してから考えましょう。 

では、鐙さん。 

参加者・鐙啓記氏［男鹿地域］ 私たちのテーブルでは、テーマの 1，2，3 の区分けが最初はっ

きりしないまま進んでしまったところがあって、最初の 1 で「半島というのはどういう所かな」

という話を雑談しながらやって、1 回目の「新しいつながりとはどんなもの。」ということを飛
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ばしながら 2につながってしまった感じです。 

半島は仕事がなくても何とかなる、死なないという話が出ました。都会だったらホームレスに

なったり、どこかその辺にいていつの間にか死んでしまっている、と。半島だったら、お金がな

くても野菜と魚の物々交換が今でもあるし、もらえるし、保存食もあるし。そんな感じで死なな

いのが半島かなという、それが半島の一つの良さかなというふうに思います。 

そのようなことをベースにしながら、半島の新しいつながりはどうするかという話で。半島だ

からこそ地域に残っているものを使って継続性のある交流をつくる。半島に残っている独特なも

のを使って継続性のあるつながりをつくっていくということです。 

それと、食と人が重要だと。都会で食べて、さらにうまいものを食べに来てもらうと。このテー

ブルの中で、地元、この半島でおいしいものはどんどん都会に送ってしまって、地元に食べに来

るとそれがないと怒られることがあります。だから、どんどん都会に送ればいいというものでは

ない。送ればその業者さんはもうかるでしょうけど。それを食べに来てもらえれば、地域全体を

感じてもらえる。だから、できるだけ食べに来てもらおうと。うまいものは地元に行かなければ

食べられない、本物は食べられないんだと、そんなふうな話をしました。 

最終的に、「つながりをつくるために自分なら何をする。」というテーマ。これは皆さん、自分

でやれることを出し合った結果として、やはり人と人をつなげるということが一番重要なのでは

ないか。つなげ方の接着剤は、1 つは情報。もう 1 つは場。最後はコミュニケーションです。こ

れがあれば、都会と半島、地域がつながっていけるのではないか。その地域地域で独自のものを

考え、出せばいいのかなと、そんなことを思いました。 

それから、これはあまり出なかった話ですが、子どもをどうやって地域に帰していくか。サケ

のように帰すかという話がありましたが。帰ってくるときは、やっぱり帰ることが負け犬ではな

いような形を作っておかなければいけないと思います。挫折感の中で泣きながら帰るのではなく

て、「秋田に帰って、地域に帰って、私はこんなことをしたいんだ」という夢を持って帰る。そ

のためには、誇りに思って取り組んでいる成功例を後輩たちが見て憧れて、「私たちもああいう

ことをやりたい」という、そういう成功例がいくつかあればいいなと思います。実際、そうやっ

て秋田に住んだ女の子もいました。古いぼろぼろの 3階建てビルを全部借り切って、自分でそれ

をリニューアルして、それでギャラリーをやり、カフェをやり、本屋と、仲間がどんどん増えて

いるすごい成功例があります。それをまねしたいという形で今、いろいろな人たちが帰ってきて

います。そういうようなことも一つの要素かなと思いました。ただ、これは半島ではなくて秋田

市という所なので、どうやって半島にこのバージョンをつなげていけばいいのかということを考

えています。 

中山 ありがとうございます。 

「帰ってこいよ」は、単純に帰ってこいというよりは、何か新しい可能性をつくりに戻ってく

る。そんな帰ってこいよがそろそろ出てきている。これも都市との関係のつくり方ですね。団塊

の世代の方々は行って送り出したきりで、そろそろ帰りたいけど戻る場所がなくなっている。あ

の状態にしないためにも、早いうちに帰ってきて戻る場所をつくるということもそろそろ考えて
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いく、そんな時代なのかもしれません。 

そしたら、澁谷さんのテーブルはどんな話が出ましたか。 

参加者・澁谷尚子氏［津軽地域］ もうみんな回っているので、最後のあたりになるとみんな同

じような話が出ているんですね。 

うちのテーブルの最後から言うと、自分なりに何をするかという話では、やっぱり“子ども”

がキーワードになりました。子どもがつないでいくということがあるのではないかと。学生さん

は自分が生まれた所から学校に行って、そして戻りたい自分と、それから全然戻ろうとしない友

達との違いはどこにあるかという話をなさって、その違いは、自分が育った環境と、その友達が

育った環境の違いが大きいのではないかという話がありました。どういうふうに違って育ったら

自分は戻りたくなったかと思い返すと、子どものときにどういうふうに育ったかが大きいという

話になりました。 

最初の「新しいつながりはどんなものか」という話は、話が戻りますが、「都市と半島が対等

なのではないか」とか、「むしろ刺激しあう関係なのではないか」という意見と、それから「都

市の人が回帰したくなっている、幸せ感を感じるために、半島に来たがっているということが今

はあるのではないか」という話がありました。そうだとすれば、それを満足させる、幸せを感じ

させてあげる環境づくり、これは地方の問題ですね。そういう環境があれば、幸せそうな地域、

そこに行きたくなるような地域という話と通じると思います。そういう幸せ感を感じられる場所

をつくっていくところが大事なのではないか。じゃあ、幸せを感じるのは何かというと、やっぱ

り人と人とのつながりではないかと。それは個人と個人のつながりで一番感じることができるの

で、結局は人と人、個人と個人とのつながりを密接に一つずつつないでいくことが、最終的にそ

ういう大きなものになってくるのではないかという意見です。 

キーワードは、やっぱり“子ども”です。 

中山 ありがとうございます。 

参加者 私は 3つぐらい思ったことがあって、結構出ているところがあるんですけど。 

1 つは、やっぱり顔と顔を見合うような関係づくりというのがあるのかなと思っています。こ

れは都市部と地域だけではなくて、最初の「新しいつながりとは何。」という所で、まず地域で

どうやってつながっていくか、つくっていくかという話です。今、同じ顔の、それこそ金太郎飴

じゃないですけど、同じ人ばかりが集まるから、新しい若い人の声を入れたいとか、女性を入れ

たいとかをやっているというお話があったので、そういうふうに実際に新しい人と出会うことを

すごくつくっていかないといけないのかなと、思います。 

2 つ目は、すごくその地域や地元を好きになることなのかなと感じました。僕は東京にもう 10

年以上いるのですが、皆さん、地元のことを話すときにすごくイキイキとして話されて、地域に

悩みがあるのか、実は悩みじゃないのか分からないくらいです。「うちの地元にはこういう温泉

があって、こういうおいしい食べ物があって」というお話をすごくされていて、その地域を好き

になることが、新しいつながりをつくることとか、つながりを自分で表現するのには、すごく大

事なのかなと思いました。 
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最後に、先ほどの子どもの話がありました。「自分だったらどんなことができる。」という話の

中に、「東京に行ってしまうかもしれないけれど、自分の子どもに、自分の地域にはこんなもの

があるんだよということを伝えられたらいいな」というお話がすごく心に残っています。好きだ

からこそ、こういうものがあるんだよということを子どもたちに伝えられると思うので、そうい

うことがきっとつながりをつくって、また都市部から戻ってくるときに、今度はプラスアルファ

で戻ってくるかもしれないですよね。例えば、ご結婚されたりだとか、友達をつくって連れてき

たりだとか。そういったことが、つながりにつながるのかなと、この班では話していました。 

中山 ありがとうございます。じゃあ渡辺さん、お願いします。 

参加者・渡辺均氏 渡辺でございます。さっき、プロと呼ばれたのですが、実はもうプロを廃業

して、長野県の山の中、小さな海と書いて「小海（こうみ）」と呼ぶんですが、そこで活動して

います。 

なぜコンサルを廃業したかというと、もう自分でやりたいと。今までみんなに言ったことを、

自分も汗かいて、恥をかいてみろと。今、恥をかいていて、本当につながりとはどうしたらいい

んだ、小海に人を呼ぶには何をやったらいいんだと、一番僕が悩んでいます。正直言いまして、

知ったかぶりをしてきた自分が恥ずかしいです。 

まとめてみると、決して新しいつながりなんてないんだと思っています。要は、今までやった

ことをきちっと整理して、それにブラッシュアップしていけば、それがいいのではないのかなと

思います。 

他の参加者の方から、「対等ではないんじゃないか」という話で、一見すると対等ではないの

です。小海の皆さんも非常にもてなしてしまう。「これを持っていきな、あれを持っていきな」

と。それで、この価値観をじゃあ対等にすればいいのか。というのは、野菜などは作れば食べ切

れないほどどんどん作れてしまうわけです。だから「持っていけ、持っていけ」というふうになっ

てしまうわけですね。それを、「売ればいい」というのは都会の八百屋の感覚だけども、地域の

人たちのそのメンタリティーをどういうふうに守りながら、経済的には「やっぱり作ったものは

売りたいよね」というジレンマがあるものをどういうふうに克服していったらいいのか。今、八

峰村という小さな村をやっていて、埼玉と長野を週に 1 回ぐらい行き来しています。都内の「お

んだら市場」という八百屋さんに話をつけて、そこにコーナーを作って、農家から野菜を買い取っ

て自分の小さな乗用車に積めるだけ積んで、八百屋で売ってもらっています。 

例えば、セロリ 1 株、5株ぐらい出ていますが、それを田舎では 100 円から 200 円で売ってい

ます。その 100 円から 200 円のものを「おんだら市場」に持ってきて 1 枝ずつ売ると、1枝が 100

円で売れてそれが 500 円ぐらいになる。このことを小海で話しても全然理解してくれない。私が

実際に行ってやってみて「売れたよ」となると、「ええ、本当に売れるんだ」となる。私は一切

手間賃を取ってないので、それで商売になるか分かりませんが。ここにいる一人ひとりが、そう

いうことを言って聞かせてやって見せてということに一歩踏み出す。もうコンサルもみんなも、

そこにしか日本の田舎は再生しないのではないのか。予算があればできる活動は予算があるうち

にやればいいけれど、なくてもできる仕組みをどうつくっていくのかということの問題提起です。
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話が少し拡散しましたね。 

したがって新しいつながりというのは、従来のものをちゃんと整理していけばいい。我々の

テーブルでは、食がやはりメインだろうという意見でした。一番の基礎は食で、食の自立をどう

やっていくのか。都会の人は食の自立性がゼロに近い、そこがいちばん弱いわけです。さっき半

島は食いぶちがなくても食っていけるという話がありましたが、食があれば食えるわけで、この

豊かさをまず訴えていきたいという意見でした。 

それから、「新しいつながりをどうつくるか。」で、メンバーから「やっぱり窓口をつくったら

いい」と。都会と田舎に窓口をつくって、そこがコーディネートしていくのがいい。テーブルの

メンバーに生協の方がいて、生協がそれぞれ作ったらどうかという具体策が出て来ました。 

それから、「つながりをつくるために自分なら何をするか。」で、さっきも話しましたが自分で

も汗を流すということです。以上です。 

中山 ありがとうございます。 

これで、各テーブルで取り組んでいた話題を一通り、ずらっと駆け足でなぞってきました。 

このワールド・カフェの手法自体が、1 つの結論に収斂させるという組み立てではないので、

必ずしもまとめになっていかないのですが、どこのテーブルでもやはり共通した話題が出てくる

ということは、たぶん、そこがこれから見つめていかなければいけない、関心のとても高い領域

なのだろうと思います。 

1 つは、今、渡辺さんがおっしゃった新しいつながりは、新しくはないんだと。ただ見方を少

し変えていく、それがたぶん新しいつながり、ここで聞きたかったことなのかもしれないと。 

そのつながりは、従来の観光、もてなすだけの観光でいいのか。どうも違うぞ。もっと地域に

興味を持ってもらうような出し方があるのではないか。今日の午前中の会議で出ていた国東半島

のプロジェクトなどは、まさにアートという方法を入れて都会の人に価値を新しく見せるととも

に、地域の人も「ああ、そうか」と気づく。そんな新しいつながりのつけ方というのもありまし

た。 

また、サケが帰ってくるように地域のことを教えていく。昔の Iターン、U ターンというのは、

職がある、工場があるから戻っておいでというやり方をしていたのですが、そうではないと。地

域に帰って暮らすこと、全体の魅力を高めることで、子どもたちが戻ってきたくなるようにする。

それは僕らおじさんたちの世代がこれからやっていかなければいけないことだろうと。当然、都

市に住む僕らは、その魅力を都市の人に伝えなければいけないし、半島にいる皆さんはそれを磨

いていって、「ほら、こんなに楽しいんだぞ」ということを実際にやっていただくという役割が

あるのかなというふうに思います。 

それからもう 1 つ、地元の人の幸せの話の中で、地元の人が地元のものを食べられない。東京

に出してしまっているという話をよく聞きます。よく聞くのですが、それは観光業の世界かなと

思ったらそうではないぞと。日常の暮らしでも、そんなことが起きているんだなと、今日聞いて

いて思いました。まずは地元の人が地元のものを評価して食べるということも新しいつながりを

つくる前の下準備として、自分の暮らしを輝かせる幸せのつくり方の一つとして、やっぱり見直
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していく。ですから、例えば半島の食にフォーカスした魅力づくりの活動なども横でやってみて、

「こういう磨き方もあるよ」ということもこれから考えていってもいいのかなと思いました。 

それから、「都市と半島の関係」とテーマでは設定したのですが、どうもそういうふうに区切っ

て考える話ではなさそうだなと。むしろ、どこに住んでいようと、その人と人との関係というも

のをいつも開いて結んでいく、そんな心持ちというのが大切なんだと。特に、都市の側の人とい

うのは、どうやったらいいのか分からないというのが正直なところだと思います。そういう意味

で、さっき出たような窓口になってつないであげるとか、「ここを訪ねれば分かるんだよ」と、

そういう仕組みをこれから考えていかなければいけないというのがこのテーマの中からは出て

くるかと思います。 

それから、今日ここに来ていらっしゃる方は半島が好きという方で、実際にアクションを起こ

されている方ですが、実際には、そうではない人やそこに気付いてない人、地域がほとんどです。

ですので、そういう意味では、地域の中の人に対して、それを気づかせていくということも皆さ

んが半島に帰ってからの課題になるのかなと思いました。 

非常に長い間のディスカッションで、皆さんお尻が痛くなっているのではないかと思います。

だいたい約束の時間を今 10 分過ぎようとしておりますので、今日出た意見としてはこんな感じ

ですということで、私の進行を司会に返したいと思います。 

（会場から拍手） 

 


