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永沢 このセッションでは「共感コミュニティをつくりひろげる」をテーマに進めていきたいと

思います。キーワードにある共感という部分のモデルとして、まず虹の松原の話をしてもらって

から、会場のみなさんとやりとりをしながらセッションを進めて行きたいと思います。 

 みなさんの地域の半島の中で参考にしてもらいたいと思い、共感の作り方を 3つに分けて話を

進めていきたいと思います。１つ目が半島振興を進める中で、主体となる担当組織のスタッフ、

メンバーとどう共感を作り上げていくかです。2 つ目は、もう少し広く地域住民、サポータであ

る応援団、会員といった地域ともどう共感を作り上げていくのか。3つ目が、今日はアサヒビー

ルの紫藤さんに来てもらいましたが、それ以外の関係機関や協力機関の中でも特に企業にテーマ

に絞りながら、どのように企業と共感を作りながら半島振興を作り上げていくか。この 3 つに分

けながら話を進めて行きたいと思っています。 

 単純に共感を得るという話だけではなく、半島振興の取り組み自体が今後みなさんの共感を得

て、自立して継続していく活動に繋がっていくことが目的です。仲良しになるという意味の共感

ではなく、活動の自立化、継続化していくためにどのようにいろいろな人の共感を得ていくか。

そういった点を押さえながら進めて行きたいと思います。 

 私も各地域を回っている中で、特に 2つ目のことが重要になってきていると言われ始めている

のを実感しています。NPO を含めて民間の主体がいろいろな取り組みを始めようとしても、その

組織自体が一枚岩であることがまず前提なのですが、ただひとつの団体だけでは地域を改善でき

ません。縦割りになっている地域をいかに横軸に繋げていけるか。いままでは 1から突然 3にス

テップアップすることが多かったと思います。企業だけではなくて、行政、金融機関、大学、い

ろいろなセクターがありますが、そこと団体を繋げようとする時、地域の生活者の人たちを飛ば

してしまうケースが多かった。それが 近では、地域の人を協力者、賛同者としていかに巻き込

んでいくか、そのステップが重要になってきていると実感しています。 

 この間も新潟に行きました。いろいろな地域で 近はどんな地域課題が多いですかと聞くと、

町会や自治会のようなコミュニティ機能が完全に崩壊しているという声が多かったです。地域住

民の顔の見える関係性が作られないと、商店街を活性化するにも地域を盛り上げていくにもなか

なか上手くいきません。その第 1ステップとしては、この生活者の人たちが 1のステップにどう

か関わってもらえるよう共感してもらえるか、モチベーションを高めていくか。この行為をして

いかないと、一部の団体のメンバーが一生懸命に頑張っても、2 番目が抜けてしまうと空回りを

してしまう。そんな声が多く上がっていました。 

 ですから、この 3つの分け方で、後ほどみなさんの地域ではどういう形でそれぞれについての
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共感を上手く巻き込んでいるのか、そのポイントや方法などがあれば意見をもらいながら議論を

進めていきたいと思います。 

 まず取り組みを紹介します。岡本さんは、唐津市役所職員という立場でもありますが、今日は

虹の松原保全対策協議会のメンバーという立場で話をしてもらいます。 

岡本 私は唐津市役所の虹の松原室と観光課で仕事をしています。虹の松原対策協議会という事

務局もしており、今回はその立場のもとで説明をします。まずこの虹の松原対策協議会とは何な

のかという説明からしたいと思います。 

 虹の松原というのは 400 年前の江戸時代の頃に、唐津のお殿様が防風防潮林としての松原の整

備を始め、植林が始まりました。幅 1キロ、延長は 5キロの広大な松原で、日本三大松原とも称

されています。クロマツが１万本もある松原です。マツ林としては唯一の特別名勝ということで、

私たちは日本一の松原と呼んでいます。この松原は枝や松葉が薪ストーブの燃料として、生活に

密着した資源として使われてきましたが、燃料革命が起きてガスや電気を使うようになると、枝

や松葉が取られなくなりました。松原は白砂青松という言葉で例えられますが、松葉が残りマツ

林の中の白い砂浜が失われるということが起きるようになりました。 

 これを守るためにどうにかしようと、昭和 41 年に市民の人から出来たのが保護対策協議会と

いう組織です。この保護対策協議会というのは、行政、NPO 法人、市民といったいろいろな人で

形成されています。当初は 20～30 人という少ないメンバーで協議会を立ち上げましたが、長く

活動をしてきたことで、今では会員が５千人ほどになるまで大きくなりました。虹の松原の問題

は松葉かきが行われなくなったことですが、以前はこのように松原の中に人がいて松葉かきをし、

それを燃料として燃やすというのが普通の光景として見られました。自然と人との共生というか

たちで関わりを持つことができていました。燃料革命が起きたことで共生林という概念の希薄化

が起き、松原に人が入らないという問題が起きました。このようなことで、今まで松原の中では

起きなかったことが起きました。白い砂が見えなくなるほど、緑の草が生い茂げるようになった

のです。また松葉をかかないことで、富栄養化が起こり広葉樹が繁殖するという悪循環が連鎖し

ています。このように松原の中の環境が悪化し、虹の松原の景観が低下して三大松原と呼ばれる

松原自体の危機が起きています。 

 これをどうにかしようと市民が長年頑張ってきましたが、少ない人数では出来ることが限られ

ているため、昭和 41 年から啓発活動をしたり、白い砂浜を取り戻すために月に 1、2 度市民に呼

びかけをして松葉かきをするといった活動を行ってきました。これにも限界があり、いつまでも

続けられることではないということで、啓発の強化として市民に活動の協力のお願いをすると

いった地道な活動を 30 年 40 年と続け、ついには成果が認められて行政をも動かすような大きな

力を持ちました。それが形になったのが、平成 19 年 9 月に国が作成した虹の松原の再生保全の

ための基本計画です。これに基づいて平成 20 年 3月には協議会においても基本計画を軸とした

活動をするための実行計画を作成しました。これが今の虹の松原を守るための再生保全活動の大

きな柱となっているものです。この基本計画と実行計画が出来た後に、市民だけでは限界がある

ということで、国の九州森林管理局と県と市の 3 者によって行政としてやれることの役割を決め
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てバックアップをしようという覚書が交わされました。 

 他の松原ではこのような事例がないとのことです。虹の松原のこの実行計画について、全国の

いろいろな松原からどのようにすればいいのかといった問い合わせがあり、新たな計画を作られ

る大学の先生たちの教科書的なものとなっています。ここに何が書かれているかというと、国と

県と市、あとは民間団体、市民等の役割を明確化しようということで、役割を定めています。ま

ず推進組織ということで民間主体の組織である私たちの協議会が位置づけられています。協議会

には、ボランティア、地域組織、NPO 等の組織を総称して CSO と呼んでいるメンバーと、小学校、

中学校、高校、専門学校などの教育機関、あとは民間企業ということで地域の地場企業や各種団

体、組合、観光協会などで一つの推進組織を作っています。現場で動く活動者そのものが推進組

織となっていますが、これを支援するため所有者である佐賀森林管理署がモニタリング調査をし

ています。どのようにしたら松原が綺麗に保たれるのか、何をしたら市民、国民にとっていい国

有林が守れるのか、といった調査をするといった形で支援してもらっています。佐賀県と唐津市

は、活動をする人に資金援助を含めた人的な協力を一定期間しています。どこの松原でも問題に

なっているマツクイムシという問題があるのですが、これに対しても空中散布による防除や、あ

と繁茂している広葉樹の伐採などでも県に実施してもらっています。 

 推進組織としての活動として、松葉かき、草刈機を使わない誰でもできる除草活動、ゴミを拾

う清掃作業、この 3つを主な活動としてボランティアに取り組んでもらっています。このボラン

ティアはどういった活動かというと、虹の松原を一定の区画にマス目で分けて、その区画の里親

になってもらい市民の人に養子と思って育ててもらえるようなアダプト参加方式と、年に 4回一

斉で清掃を行うイベント参加方式の２つの方法を採って活動を行なっています。このアダプト方

式は 100 メートル×100 メートルの区画を設定してそこに 1 の 1、1 の 2 といった番号を付けて

います。一人あたり畳１枚ぶんを受け持つようなイメージで人数を配置しているので、1の 1に

3 つの企業であったり、個人だと 100 人といった割り当てをしています。 

 このアダプト参加活動は平成 19 年に計画書が出来たあとから募集を行い、 初の平成 20 年に

はたった 3 団体 10 人もいない状態でしたが、年々地域の人の理解をもらって、21 年から 24 年

にかけては急激に増えて今では 142 団体、延べ 5,200 人の協力をもらっています。内訳は企業の

人が大半を占めていますが、ボランティア団体の人が 20％、行政が 15％、そのほかに学校関係

者といった構図で活動が成り立っています。どのように 5,000 人を集めたかというと、まず市内

の事業所を訪問して会長の唐津市長と副会長の県の本部長との連名のお願い文を持って、松原が

このように危ないという危機を説明して、賛同頂いた人に参加をしてもらっています。あくまで

無償によるボランティア活動です。お金が出ているわけではありません。企業の理解というのが

一番にきています。市ではホームページや市報で訴えたり、毎月協議会では松原だよりを発行し

ているので、そこで情報発信をして登録者を募って登録者を増やして来ました。周知活動として

は市内や県内で行われるいろいろなイベント、祭りで露出度をアップしたり、「虹松まもるくん」

という普及啓発キャラクターを考案して、子どもたちの学習の中で活用しています。今では着ぐ

るみにもなっていて、地元の中学生にも人気になっています。 
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 このように活動が大きくなるにつれて課題も出てきています。あくまで無償のボランティアな

ので、登録者に定期的な活動を強制することができません。参加が年に 1回のところもあれば毎

月参加する企業もあります。広大な松原をまだカバーできていないことと、頻度が異なってきて

いるので、毎月綺麗にしてあるところと年に 1回しかしないところが隣あってまだらになってい

ます。自分のところは綺麗でも隣が綺麗になっていないと全体が綺麗に見えません。活動の成果

が見えない、達成感が味わえないということで、モチベーションが落ちてきています。また、次

世代に引き継ぐ人材の育成が必要なのですが、どこでも高齢者の活動が多くなっていると思いま

すが、虹の松原でも高齢者の活動が多く見られます。まだ虹の松原は恵まれていて、保育園から

小中高といろいろな人に活動をしてもらっているので、世代については幅広い年齢層で活動が行

われています。ただ、これを繋ぐ核となる存在が少ない状況で、リーダーの育成が課題として残っ

ています。またどうしても松葉や枯れ枝の処分費用がかさんできます。お金をとっていないので、

処分費用は協議会が負担しなければいけません。今のところは行政が処分費を一部負担していま

すが、これもいつまでもある訳ではないので、費用負担をどうするかというのも課題として残っ

ています。処分費が追いつかないことで現在松原にはまだ山積みになっている集積物があり、景

観の低下が起きているのも大きな問題になっています。活動者が増えれば増えるほど想定外の量

が山積みになっています。せっかく頑張ってもらったのに、松原の中に集めた集積物がいつまで

も残っている場所があり、これもまたモチベーションの低下に関わってきていて、懸念をしてい

るところです。 

 活動支援体制ということでは、活動者の支援をしている NPO 法人 KANNE というのがあるのです

が、そこに委託するとどうしても人件費が発生するので、今のところスタッフが 3 人しかいない

中で 5,000 人の活動を支えています。安定した雇用が出来るような活動資金の確保も今後の課題

となっています。NPO 法人ということで自主的な財源の確保が難しいというのが今の現状です。

活動資金がないのをどうにか出来ないかということで、松原の副産物を活用した固形燃料のペ

レットや特殊肥料が作れないか、地元の高校生などにお願いをして一緒に研究をしています。ま

た次世代に引き継ぐ人材育成ということで、「松原の匠養成講座」というのを開催しています。

いろいろな世代の人に講師を 4、5回してもらい、リーダーを育成し今は 2期生まで出ています。

一斉清掃というボランティアというイベント的な活動をする時に、この人たちにチームリーダー

をしてもらい、新たに来た人への松葉かきの重要性や資源の大切さの説明などをしてもらってい

ます。 

 活動参加のモチベーションの対策として、地域通貨のようなポイント制度の導入を検討してい

ます。活動に付加価値を付ける取組みとして、4 月１日からの導入を考えています。１回清掃を

すると 100 円相当の 100 ポイントが貰えてお茶代くらいは出るような、そういうポイント制度を

試験的に始めます。 

 市民によるアダプト活動だけでは、どうしても人員的にも限界がきています。どうにかしよう

ということで、企業の方々に力を借りようと、2、3 年前からブームになっているエコツアーを

旅行会社に打診しました。日帰り、または宿泊による松葉かきと松原内の散策をしてもらうツ
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アーです。唐津からは一番近い都市圏は福岡市ですが、近隣の都市部から人を呼んで、体験をし

て帰ってもらうマンパワーをもらうということをしようとしています。旅行会社の人とは話をし

ていて、3月の 後のほうにモニタリングのツアーで 1,500 人の規模でのツアーを組んでもらっ

ています。日帰りで 1,000 人、宿泊で 500 人というお試しのツアーで、それが上手くいけば今後

力を入れて、多くの人の力を借りられるつながりを作っていきたいと考えています。 

 体験プログラムということでは、ATA や民泊というのがありますが、それらの手法を取り入れ

ようということで、地元の観光協会や福岡、佐賀、長崎でつくる観光ルート協議会での体験プロ

グラムのひとつとして、松葉かきを入れてもらっています。そのような連携も、市外からの松葉

かき参加者の受け入れメニューということで取り組んでいます。 

 一番大きなものは環境学習の開催です。小さいころから唐津の松原は素晴らしんだという環境

学習を地元の小中高校でしてもらうとともに、実際に年に 1、2 回程度松葉かき体験をしてもら

う取組みを行なっています。今では保育園でも職員や保護者を連れた形で松葉かき体験をしてい

ます。始めたころには小学生だった子どもたちが、今は高校生になっていて、いろいろなプログ

ラムをするなかで、自分たちで自主研究をしたいということでいろいろな松原の研究をしていま

す。高校生で活動していた子どもたちも都会に行っても、こうして松原を守ってきたことが素晴

らしい宝なんだという思いを持ち続けてくれています。思いは伝わっていきます。60、70 の高

齢者の人が孫と来て孫に教える。その孫がさらに孫に伝える。虹の松原で目標にしているのは

100 年の計です。今までの 400 年をさらに次の 500 年目にバトンタッチをする。次の百年につな

ぐこと。これを目標にして、さらなる計画書の改定に取り組んでいます。 

 活動をしていればマンネリ化もしてきます。行政に頼るのではなく、市民だけの盛り上がりで

今後の活動を継続していくための取組が何かないだろうかといろいろ考えてきました。その中で、

民間企業による虹の松原の保全キャンペーンが出来ないだろうかと考え悩んでいたところ、アサ

ヒビールの紫藤さんと巡りあうことが出来て、アサヒビールさんによる「うまい！を明日へ！」

という環境保全活動の寄付を受けることが出来ました。これは虹の松原の保全活動に役立てるた

めに、アサヒスーパードライを 1本購入すると１円が寄付されるという取り組みです。ほかにも、

伊藤園さんが「お～いお茶『お茶で日本を美しく。』」というキャンペーンをしていて、佐賀県で

は虹の松原と有明海の自然保全活動に寄付をもらいました。大手の企業のほかにも、地域企業と

の連携も始めています。地域の農協で地場のお茶を買うと、売上の一部が協力金になるようなこ

とも始めました。唐津はお茶が有名でもあります。地域のものを買うことで地域に還元される、

そういう取り組みも始めたところです。また、虹の松原のなかに唐津バーガーというバーガー屋

さんがあって、そこでもバーガーをひとつ買うと寄付されるという活動をしています。イオンで

はイエローレシートキャンペーンというのを毎月 11 日にしています。購入したレシートを入れ

ると団体に募金されるという仕組みにも加盟をしました。このようにいろいろな所で露出を増や

しています。 

 特に平成 24 年度は私たちにとっての転換期でした。企業との連携を１年中行いたいという思

いが私にもあったので、まず春に伊藤園さんと 4 月の終わりから 7月まで行い、その後アヒビー
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ルの「うまい！を明日に」プロジェクト、その後地元の農協という形で平成 24 年度は１年間ど

こからか寄付をもらうという大きな流れを組み立てることが出来ました。アサヒビールさんの

キャンペーンは、実際は協議会が直接お金をもらう形にはなっていません。一度佐賀県が窓口に

なって、佐賀県のふるさと納税制度を活用して寄付をもらうという形になっています。今のとこ

ろ 120 万円ほどの寄付を受けています。寄付金の活用ですが、虹の松原の再生保全活動が継続で

きる循環型サイクルの構築に向けた研究の実施をしようと思っています。課題に上がっている松

葉などの副産物の活用して、それを活動資金に充てられないかという保全活動へのフィードバッ

クの仕組みを検討します。ボランティア活動者のモチベーションが一番大事なので、松原で活動

する人がいきいきと活動できるようなバックアップにも取り組みたいと思っています。また、活

動には資材が必要となるので松葉かきをするための箒や袋の購入に充てたいと思っています。伊

藤園さんのキャンペーンのほうはまだ寄付額が確定していません。こちらも佐賀県のふるさと納

税制度を窓口にして寄付を受け取る形になっています。 

 このように、いろいろな寄付金をもらって虹の松原はたいへん恵まれています。ただ、ずっと

この金額がもらえるわけではありません。唐津は情報発信に疎いところなので、せっかくなので

大手の企業の PR 力を借りて、活動をひとりでも多くの人に知ってもらおうと思っています。今

後もいろいろな企業と連携をして環境保全に取り組んでいきたいと思っています。どこでもこう

いった形で募金を受けたいと思われると思いますが、自立した組織でないと続かないということ

を自分たちでも分かっています。もともと活動を始めたいきさつというのが、お金ありきで始め

たわけではなく、松原の 400 年の歴史を守りたいという思いでした。その活動に応じて、行政が

お金の支援をしましょうと手を差し伸べてきました。いつまでもこのような形でお金がもらえる

訳ではなく、自分たちが守るんだという思いを強く持つことで、お金を生み出すような制度を考

えていきたいと思っています。行政からもらった補助金や企業からの寄付金は一時的なスパイス

です。モチベーションを上げるための刺激です。本物の組織になるためには強い思いとマンパ

ワーが必要です。行政を動かし続けられるような組織づくり、人材づくりを目指したいと思って

います。 

 募金だけなら、思いさえ伝われば入れ続けてもらえるかもしれません。しかし、場所に来ても

らって実際に体験してもらい、松原が綺麗になってよかったという、活動が報われた達成感、そ

れを活動の見える化と私たちでは呼んでいますが、それを多くの人に実感してもらう、そんな活

動を続けていきたいです。図にするとこのような組織体系になります。いろいろな連携をする構

図を考えています。今回は、新たに企業連携ということで協力を受けました。 

 虹の松原は多くの市民参加から県域を越えた活動へと広がりをみせています。市民、行政、企

業が手を取り合い、虹の松原の 10 年、50 年、100 年を見据えて 400 年の歴史を次の世代へつな

ぐ。半島地域の生活環境の保持や、保安林機能の維持だけではない、環境、観光、健康資源とし

ての価値がそこにはあります。地域の宝、日本の宝としての人と松原の関係の再生、世代間を越

えた人の絆を目指して頑張りたいと思います。受け継がれていくバトンを大切にしながら、白砂

青松の虹の松原を目指し今後も頑張っていきたいと思います。 



7 
 

永沢 ちなみに岡本さんは市の職員でもありますが、この活動に従事されているのは全体の業務

のうちのどのくらいですか。 

岡本 １割くらいです。９割は観光の仕事です。 

永沢 それでは現場は NPO の KANNE にお任せをしているのですか。 

岡本 現場で活動されているかたにお任せをしています。土日のボランティアの時には私たちも

一員として参加をしています。 

永沢 NPO に現場を任せる中で、どういう方法、どういう考え方で保全活動を進めていますか。 

コミュニケーションというのは重要だと思うのですが、市には市の考え方があるでしょうし、NPO

が単独で動いてしまうと、考え方の違う動きになってしまい後でトラブルになる可能性もあると

思うのですが、そういったコミュニケーションや意思疎通というのはどうしていますか。 

岡本 基本的には市の職員がメインに立つということはしていません。KANNE の主導ではなくて、

あくまでも活動される人が常に主役になれるような取り組みをベースにしています。いろいろな

人の意見を聞く会議も年に 4、5回行なっています。 

永沢 活動される人が主役というのは、さきほどの話では 5,000 人程の人たちということでした

が、主にどういった人なのですか。地元の住民が中心なのですか、外部の人が多いのですか。 

岡本 住民、市民の方が多いです。老人クラブの高齢者や、高校の授業や部活動で出ている高校

生、その 2つの層で通常のメインの活動が行われています。 

永沢 そういった人たちがやりやすい環境を前提としながら NPO がうまくコーディネートをし

て、市が協議会のバックアップをしている、そういう感じでやられているということですね。 

 では、次にアサヒビールの紫藤さんに、いまの説明の中にあった関係についてどうつくられて

いるのか補足や説明をしてもらいます。 

紫藤 アサヒビール九州統括本部の紫藤です。私は転勤族でして全国を転々としているのですが、

九州に来たのもつい 近で、この仕事に携わったのも去年の秋からです。すでに唐津との取り決

めが決まった後でした。アサヒビールでは 2009 年から「うまい！を明日へ」プロジェクトで、

ある一定期間のスーパードライの売上から１本１円を寄付するという仕組みを作っています。去

年で通算 6回目になります。全国 47 都道府県の環境保全活動や景観、歴史的文化財の保護活動

に 47 都道府県全て違うテーマで取り組んでいます。6 回の成果としては６回分全国の金額を合

わせると約20億円になります。佐賀では1回目から5回目までは吉野ヶ里遺跡の保全活動に使っ

ていました。昨年度どうしようかと佐賀県と相談していた時、岡本さんたちが県に積極的に声を

掛けられていたみたいで、虹の松原はどうですかという話がありました。活動が盛り上がってい

るということだったので、虹の松原の活動に寄付をすることになりました。 

永沢 全国で 20 億円ですか。虹の松原も 120 万ではなくて、ゼロをもう 1つ 2つほど欲しかっ

たですね。 

紫藤 20 億というのは 4 年間 6 回の合計です。今回虹の松原は 1 回だけなので。過去佐賀県で

いうと 6 回の合計で 2 千万円あまりになります。 

永沢 アサヒビールさん含め、大手の企業では CSR や社会貢献というのがいろいろな形で高まっ
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ています。10 年以上の前のメセナ活動といえば、本業とは関係のない文化芸術に対して寄付す

るという、何となく辻褄合わせのようなイメージがありました。その後、CSR ということで、本

業のイメージアップのために社会貢献に寄付をしようという意識に変わりました。特に東北の震

災以降、企業利益よりも地域のためにという意識が深まったなという印象があります。企業も全

体として、何か変わったなという印象はありますか。 

紫藤 震災後に商品を買って寄付をするというパターンは増えました。私たちの「うまい！を明

日へ」プロジェクトは 2009 年から始まりました。実際には 2008 年に一部地域で試験的に始めて

いたので、それを含めると 2008 年からになります。ビールというのはシェア競争が激しい業界

です。一方で若者のアルコール離れが起きています。商品を売るだけでは競争ができなくなって

きました。この企業がやっていることだから、この企業が売っているものだからという、企業の

コーポレートブランドを売るというのが必要な時代です。このような形で１本１円でキャンペー

ンをやることが、いいのかどうかという議論が 初社内ではありましたが、テストをやると地域

からは好感を持ってもらえたので、このような活動を始めることにしました。また、消費者も何

か自分たちができることを地域に戻したいという思いを持たれている方もたくさんいます。ビー

ルを買って飲むと地域に還元できるという消費者を巻き込んだ形で消費者と地域とを結ぶこと

が出来ます。 
永沢 一旦まとめさせてもらいます。私も東北の現場に行きますが、大手の企業がマンパワーを

含め、現場に入りいろいろな支援をしようとしています。単純にお金だけではなく、能力や技術

力、ノウハウをどう提供できるかという意識が強いです。一方、埼玉県さいたま市は一昨年から

さいたま市内の企業の CSR 評価をするという委員会を立ち上げました。委員長の私が評価表を作

りました。京都市や神奈川県の横浜市はそれより前から、行政が企業の CSR 活動を点数評価して

います。昨年評価を作った段階では煩悩の数ということで 108 項目あったのですが、今は 90 項

目にまで減らしましたが、さいたま市では独自に項目を作りました。どのような項目かというと、

従業員が結婚や出産を機に辞めた後で復帰できるような制度を持っているか、従業員に対してど

のような産みやすい制度を持っているかという項目、取引先に対して納期の短縮を強要していな

いかという、取引先に優しいかという項目、あとは納税しているかや、違法行為をしていなかと

いう項目もあります。その中で、虹の松原の活動のような NPO、市民活動、地域活動と連携して

やっているかという項目を作りました。対象は中小企業以下の企業 643 社です。なので、一番大

きな企業で 1,000 人程度、小さいところだとひとりふたりでやっているようなお店もあります。

643 社を評価した中で NPO や地域活動と連携していると答えた企業は 3社だけでした。びっくり

しました。小さな企業は地域と一体となって、NPO やボランティア活動とタイアップしているの

だろうと思ったらわずか３社しかありませんでした。もっと驚いたのは、マルをつけていない項

目で今後 CSR を高めていくために優先してやっていきたい項目にマルをしてもらうと、NPO、ボ

ランティア団体と連携してやっていくと答えた企業は１社だけでした。これはさいたま市だけな

のか、他の地域もそうなのかまったくわかりませんが、少なくともさいたま市ではそういう状況

でした。東北の震災で現場を見ている大手の企業の意識は高まっているなという反面、小さな企
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業をみるとそのような数字が出たのでびっくりしました。ただ１件１件の企業を回って話を聞く

と、関心はあるので検討をしたいが実際第一歩が踏み出せていないのが実態だと話されます。企

業と一括りにしても、それぞれ異なる意識を持たれているなと感じています。どうやって企業と

共感を強めていくのかというテーマでも、後ほど議論したいと思います。 

 では会場のみなさんと、3 つのテーマに分けて意見交換を進めていきます。今日のテーマの中

にもある共感についてです。 

 まずは、地域の活動を行う中で、内部のスタッフ、メンバー内での共感について、どのような

工夫をされているのか。いろいろな活動を見ていると、代表者の人と実際に働いているスタッフ

の人とで温度差があったりします。NPO のような組織だと 10 人以上のメンバーで運営がされて

いるといっても、トップの人が強い意識とモチベーションを持っているけども、スタッフの人は

あの人がやっているから仕方なくついて行こう的なモチベーションでやっていることもあると

思います。そのような中で、内部がいかに一つの方向性に対して共感を持ちながら尽力していく

ことが出来るかが大きなテーマになると思います。 

 まず岡本さんに聞きます。虹の松原の活動に関しては市役所、県、NPO、地域住民を含めて内

部のメンバーが構成されていますが、共感のため、方向性を一つにして進めていくための工夫は

どんなことをしていますか。 

岡本 虹の松原というのは目標がブレることがありません。松原という形のあるものを守る、松

原を残すという目標がひとつだけしかないので、他の面に目が向くとか利権が生まれるとかいう

ことがまずありません。目標が動かないというのが大きいと思います。また、虹の松原がこれま

での生活をどれだけ支えていたかをみんなが分かっていることも大きいと思います。また、NPO

法人の人たちの人柄が出ていることもあると思います。自分たちのしていることをあまり外に出

さずにこつこつとやってきました。その背中を見たいろいろな企業の人が手を差し伸べています。

NPO の代表の人は、地元の大きな会社の社長さんに 近なりましたが、社長になった後でも肩書

きを表に出さずにこつこつと活動をして姿がまた人を呼んでいます。そんな人柄の力も大きいで

す。肩書きにとらわれずに人柄にひかれてみなさん活動をされています。 

永沢 人間関係の構築がうまくされていているので共感やモチベーションが保持されていると

いう話と、目標がシンプルで分かりやすいので共感がされやすいという話でした。他の地域では

こんな工夫をしているという話はありますか。 

宇土天草・野原 工夫をしたいと思っているのは、地域として距離があるあるので、SNS、ソー

シャルメディアの利用です。 初はノリが悪かったけど徐々に返してくれるようになりました。 

永沢 リアルに会う時間も大切にしながら、会えない時も SNS などのコミュニケーションツール

を使ってお互い考えているってことですね。実感として、どれだけの時間をかけると、相手との

信頼関係が出来上がりますか。 

宇土天草・野原 １年とか、ある程度の時間は必要です。その中でなれ合いじゃなくてシリアル

にものを言い合える関係が築けるようになるまでは。 

永沢 組織の中での温度差なくコミュニケーションがとれていますか。 
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宇土天草・野原 とれていると思います。意識的に役割分担をローテンションしてやっています。 

永沢 役割分担というのはトップなどの役割も順繰りでしているのですか。 

宇土天草・野原 役職としてのトップは決めてはいますが、イベントごとにリーダーは変えてモ

チベーションを保っています。 

永沢 他の地域ではどうですか。 

下北・古川 青森県下北半島の大間町でまちおこしゲリラをしているあおぞら組です。今の話で

いうと、あおぞら組の活動内容と近いと思ってお話させていただきます。あおぞら組はまちおこ

しゲリラといっているように、やりたい奴がやりたいことをやる、というのが基本理念です。組

長は島康子といいますが、その人はカリスマ性を持った強烈なリーダーですが、そのトップダウ

ンではありません。これをやりたいとなったら、それを一緒にやりたい人だけがプロジェクト

チームを作ってやります。何かをやる時に集まるのは好きでやる人たちばかりなので、モチベー

ションはいつも高いです。そのかわり誰も手を挙げないとやらないあたりがゲリラなんですが、

そんな感じで活動をしています。 

永沢 やりたい人がやるというのは重要だと思います。やりたくない人にやらせるのは酷なこと

です。あおぞら組さんの場合は主体的にやりたいことを発案して、その方中心にやるという話で

した。あと、岡本さんの話にあった中核的なリーダーになる人がいないということについて、人

材育成もやっているとのことですが、このあたりの課題はどうですか。中核的なリーダーをどう

発掘、育成するか。虹の松原ではどうしていますか。 

岡本 一番がんばってもらっているのは、高校生たちです。20～30 人の高校生が中核的な形で

つなぎをしています。はじめての人、お年寄りの人とのつなぎをしています。アサヒビールの別

の取組で「若武者塾」というのがあり、がんばっている高校生の事例発表にも取り組んでいます。

今回地元の高校生も特別賞をもらいました。中核でがんばっている高校生たちにやりがいを持っ

てもらい、今後も活動をしたいと思ってもらえています。高校間の連携も出てきています。工業、

商業、農業の高校といった学校が得意とする分野で、松原の課題だけでなくて、２つの課題を解

決しています。別の高校の課題と合わせることで、ウィン・ウィンの関係になるような事例に取

り組んでいます。 

永沢 後に、スタッフ、メンバーとの共感について、いくらモチベーションが高くても、給料

が貰えて生活ができる環境も提供していかないと、スタッフがやりたいというモチベーションを

持っていても本格的に携われないと思います。今現在、KANNE で関わっているメンバーにはどう

いった待遇が担保されているのですか。 

岡本 KANNE で雇っている 3 名については市と県からの運営費の中で賄っています。 

永沢 それは未来永劫続くわけではないのですよね。 

岡本 10 年間という期間が決まっています。その 10 年間で、活動をするための環境整備、基盤

づくりを市や県が支援することになっています。ここは国有林なので本来は入ることができない

松原です。入れるようにするのに 40 年かかりました。制約があるので、何でも出来るというわ

けではありません。 
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永沢 10 年間の支援をする中で、KANNE 自体が自立をするように財源確保をするチャレンジをす

ることは OK なのですか。 

岡本 財源を確保するための事業については問題ありません。唐津には海、山、川があるのでそ

ういった事業展開もしているところです。 
永沢 めどは立ちそうですか。 
岡本 人件費は結構な額になるので、まだめどは付いていません。 
永沢 他の地域ではどうですか。スタッフ、メンバーに共感を得る中での、雇用環境を整えると

いう部分を含めて、チャレンジやヒントがあればぜひ共有したいと思いますが、ありますか。あ

おぞら組でもいろいろな商品を作ったりしていますが、あのような自主財源の確保といった活動

というのは形になりそうですか。 
下北・間山 もともとあおぞら組というのは、お金がないなら勇気を出せということで、お金が

なければないなりに出来ることで町をもりあげていこうと始めました。 初はフェリーのお客さ

んに「よぐ来たのー」と大漁旗を振るというただのところから始まりましたが、それだけでは厳

しいということで、Ｔシャツを売ったお金で活動をすることにしました。10 年間活動をしまし

たが、今のところ事務の人がひとりが雇えるだけの利益は上がっています。しかしそれ以上とな

ると、今のままでは厳しいです。利益を求めていくとなると、まちおこしという 初の理念との

折り合いが難しくなります。 

永沢 おそらくどの地域でも、完全な自主事業で財源を確保しようということだけでなく、いい

意味で補助金や助成金を有効に活用してマンパワーを確保しながら、自主財源を確保するための

チャレンジをしている併用型がほとんどだと思います。紫藤さんとの事前の打ち合わせでは、B

級グルメの話が出ました。地域活性化の取り組みで財源を確保しながらやる時に、いかにシンプ

ルな方法で観光客を集めてお金を稼ぐか、そのシンボリックな方法がＢ級グルメだと思います。

それに関わられた中で、何かヒントになることがあると思います。いかがですか。 

紫藤 まちおこしのひとつのシンボルとしてＢ級グルメがあり、それに関わってきましたが、ほ

とんどのＢ級グルメを支援している団体は、私が知る限りでは自主的な財源で活動しているとこ

ろは少なく、行政の人たちがかなり入り込んで仕組みを作っています。活動資金としては、Ｂ１

グランプリのような大きなイベントの時の利益、あれで儲かるわけではないのですが、それを活

動資金としたり、Ｔシャツや幟旗などのグッズを売った資金、あとは売れている商品になればレ

トルトの食品などで売り上げの何％かが商標として毎月入り、それを活動資金にしているところ

もあります。 

永沢 Ｂ級グルメで一番有名な富士宮では 10 年間の経済効果が 430 億円くらいだと言われてい

ます。実際はそのうちの半分以上が観光です。富士宮の観光の中心になっているのは NPO 法人で

はありますが、観光の経済効果では JR の切符代やビジネスホテルを含めた宿泊施設へのお金と

いうのが大きくて、富士宮市内の商店街の中で焼きそばを食べるという経済効果はそれほど大き

くないというのが実態です。チャレンジをすることは重要ですが、まだまだそれだけで雇用が生

まれるというケースは多くはないのだろうと思います。テーマの３番目にある、企業とタイアッ



12 
 

プしながら、どうチャレンジを強化していくか、それが重要なポイントになると思いますので、

それと絡めて後ほど話をしたいと思います。 

 では、続いて 2 番目の、地域住民を含めた地域をどう巻き込んでいくかというテーマで、岡本

さんの話を聞きたいと思います。ひとつは仲間として参加してもらうという意味あいもあり、一

方では敵に回さないという意味もあります。地域から反感を買ったり浮いてしまうと、地域活動

もうまくいきません。虹の松原の取り組みではシニアを中心として地域の人をうまく巻き込んで

います。地域の住民を協力者として参加してもらう、巻き込み方のヒントなどを話してもらえま

すか。 
岡本 地域の人は自治会ごとに参加しているケースが多いので継続をして参加してもらってい

ます。もともと国有林なので維持費がかかっていて、それは税金で賄われています。松原の維持

に国の防除費用なども入れて 7,000 万円くらい費用がかかっていて、雇用の場にもなっているの

で、ボランティアを増やせばいいというわけでもありません。 
 ボランティアをする人に還元するという意味で、草刈りの業者への発注を年々控えています。

その分を地域で活動する人に機械の燃料費負担という形でお金を出しています。あくまでボラン

ティアなので人件費は出ませんが、機械の費用分は出そうというお金の使い方への移行を進めて

います。それを進めることで全体の維持管理費は少し下がってきています。税金の投入も減らし、

なおかつ活動する人のモチベーションも保つことができればと考えています。行政としてもその

ような予算の組み換えをしています。 
永沢 先ほどの話にあった解決策のひとつに、活動者のモチベーションの維持としてポイント制

度を導入するということでしたが、これは具体的にどんな制度を考えているのですか。 
岡本 自主的にポイント制度を自分たちで立ち上げるというのはたいへんな労力がかかり、うま

くいかないケースも多いので、すでに立ちあがっているポイント制度の中に環境保全というのを

組み込んでもらう形にしようという 終的な結論になっています。地域通貨と同じなので、１ポ

イント１円で松原付近の商店街で使ってもらうことをイメージしています。今は活動してもらっ

ても参加者はすぐに帰られるのですが、ホテルや喫茶店などで終わった後に雑談をしてコミュニ

ケーションをとってもらい、次の活動への反省や思いを話せるようなこともワンセットにして、

それを通貨でつなぐといったことをイメージしています。 
永沢 他の地域でも、地域の巻き込み方、賛同者、協力者、住民との共感の作り方で工夫してい

るところはありますか。 
富士常葉大・山本 私の地域では、大学生が学生の間、授業の一環として地域に関わるのではな

くて、若者が地域の子になるということで、地元の人から可愛がられていて、地域を担う担い手

になっています。信頼できる関係を引き継いできました。イベントだけではなく、年間を通じて

定期的に通うことで、少しずつ地域に深く関わっていくということを意識しています。共感とい

うことがテーマですが、私たちの活動では、共感ができずに違いが明らかになっています。それ

をどう乗り越えたらよいのかと考えることが多いです。長年かけて棚田の保全活動をしてきた地

域の人々が活動の幅を広げようとして、よその人が多く関わるようになった時、活動が広がらず
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ブレーキがかかっています。地域の中でも温度差があり、地域の中と外でも温度差があり、どう

すればいいのかと考えています。 

永沢 昔からの住民と、新しいよそ者との温度差が大きいのですか。 

山本 その地域はそういった構図です。そこでは 70 代の人がコアメンバーです。60 代で初めて

コアメンバーになった技術もある人たちです。それを次の 60 代の人たち、リタイアした人たち

ですが、そこにうまくバトンを渡すことができません。昔の人たちは棚田を保存しようという思

いが強いのですが、その下の世代の人は棚田は地域おこしの資源のひとつになると思っていて、

地域おこしをしたいと思っています。また下の代の人では違う思いを持っています。 

永沢 どちらかと言えば、世代間の温度差なのだと思います。そのあたりで工夫をされている地

域はありますか。 

一般来場者 青森市からきた青森学生プロジェクトです。高校生と大学生で青森を元気にしよう

という活動をしています。私が高校生の時に、友人が立ち上げた団体です。小学生のころからイ

ンターネットラジオをしていて、それで町の魅力やお店紹介をやっているうちに、どうせなら地

域活性化の団体を作ろうと友人が言って出来た団体です。今では町中にラジオ局をたてて町の情

報発信をしたり、観光情報誌を作って発信したり、町おこしのことなら何でもやるよという活動

をしています。高校生と大学生で組織しているので、意志疎通が難しいことがあります。先ほど、

高校生と連携をとるという話もありましたが、高校生というのは暇そうに見えて意外に忙しく、

私は大学 2年生ですが大学生のほうが暇です。高校が 8 時半に始まり 4時まで拘束されてそのあ

と部活動があるんで、朝から夜まで忙しく、さらに学校に宿題も出されます。土日も部活の試合

があったりで、高校生の参加が難しい。大学生の私たちだけがガンガンやって、高校生が置いて

けぼりになるという課題があります。話し合いを密にしないと離れていきます。 近、学校に協

力をしてもらえないか直接学校に行きお願いをしました。その中で協力してくれる学校がありま

した。ほかには口コミで友達が友達を呼ぶ、その友達がその友達を呼ぶということで輪が広がり

ました。口コミの力も実感しています。 

永沢 岡本さんのところでは、この世代間の温度差はどんな形でありますか。 

岡本 世代間は広いのですが、空いているのは 40 代です。40 代から 50 代前半の層が薄いです。

60 代以上の人と若い人という構造になっています。40 代くらいから子供が小学生なると家族で

参加に来ます。学校の理解ということでは、私たちも校長先生を捕まえていて、校長先生が理解

をされたうえで、生徒の授業も免除して出してもらっています。2時間程度は課外授業という形

にしてもらっています。部活も自分が望む形のサブの部活という形で参加しています。それほど

までに高校生の意識は高いです。仕事をしている人も忙しいという思いは同じだと思いますが、

忙しいという気持ちであっても文武両道どちらもがんばりたいという熱い思いがあり、感心して

頭が下がります。小中学生のうちで１人でもそういった思いの子が出てくれば、またつながりが

でてくるのだろうなと思います。そういった思いで先生達にも日ごろからお願いをしています。 

永沢 世代間や、旧住民と新住民、よそ者との関係性の作り方というのは、 初にちゃんとした

ルールを作ることが重要だなと実感として感じています。それぞれいろいろな人が集まって勝手
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にいろいろなことを言うと、 終的には分裂をしてしまう危険性が出てきます。それなら、たと

えば松原の保全が目的であるというような、目的としているものが一つであるなら、その協議会

の中でルールを決めてメンバーになるためには会員になってもらう。会員のメンバーの中で三人、

または五人以上の仲間が賛同を得たら新しいプロジェクトグループを立ち上げることができる。

その中で適任の人がリーダーとして、事業部長という形で新しいチャレンジができる。こういう

ルールを作ると、一つの組織の中の新しい事業部という位置づけになるので、分裂した形になる

わけではない。少なくともその中の何人以上のメンバーが賛同しているという理屈が立てば、一

枚岩が大きく崩れることもない。そんな工夫をすることで、ひとつの取り組みにチャレンジでき

るようになれば、地域の中でまず自分がやりたいことがあれば、組織の会員になり、賛同者を集

めるための工夫をし、新しいチャレンジをしていこうという、組み立てもできるのではないで

しょうか。ちゃんとした組織のなかでルールを作ることが重要なのではないかと感じます。 

 では、今日のメインのテーマである 3番目に移りたいと思います。スタッフ内部と地域住民の

共感の次には、企業だけではなく大学や行政、いろいろな関係者との共感が必要になりますが、

今日は特に企業との共感の作り方にフォーカスをして話を進めてきたいと思います。まず、なぜ

アサヒビールとして虹の松原に共感されたのか、そのあたりから紫藤さんに話を聞いていきたい

と思います。 

紫藤 2009 年からスーパードライの売り上げから１本１円を寄付することを始めました。買わ

れる人の負担になっているわけではなく、もともとアサヒビールの利益として上がるはずのとこ

ろから出す形になっています。ただ、お客さんはこれを買ってスーパードライを飲むと寄付がさ

れるということなので、寄付した先が誠実な使い方をしてくれないとお客さんを裏切ったことに

なります。もう 6 回目になったので、テーマを選ぶ目が効くようにはなりました。１回目の時は

全国 47 都道府県ほぼ同時期に始め、3 カ月で全国のテーマを決めました。私は当時、東中国統

括支社というところにいて、岡山県と鳥取県と島根県３県のテーマを決めなければいけませんで

した。岡山はすぐ決まり、島根は山陰支店があったのでそこと相談して決めましたが、鳥取には

支店もなく行政とも繋がりもなかったので、ここのテーマ選びはすごく苦労しました。いろいろ

な人を頼って、面白い人はいないだろうかといろいろな会合に出て、いろいろな人に会って、鳥

取だったら何がテーマにいいかを聞いて決めました。 

 佐賀については、 初は吉野ケ里遺跡の保全という明確なテーマをもらい、始める時に 3年間

やりますと言ったので 3年間固定でした。今回変えようといったとき、お客様に対して誠実でな

ければいけないので、テーマを選ぶときに行政である佐賀県に相談に行きました。助かったのは、

ふるさと納税制度で「佐賀の自然ば守らんば」という制度があり、この中にいくつかテーマがあ

りました。その中のひとつに虹の松原を守っていこうというのがありました。ここ数年で活動が

活発化されていて、課題がこのように見えていたので、佐賀ではこれが面白いし応援することで

この活動がもっと良くなるのではと思い応援することにしました。先ほど地域との共感の話があ

りましたが、ちらしがあったりボードやポスターがありまして、これが店頭に並びます。これを

店頭で見た唐津の人や、唐津から少し離れている佐賀市の人なども、こういう活動をしているん
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だと知ります。これは今回の佐賀について、虹の松原でやりますと発表したときのものです。コ

マーシャルもたくさん出していることもあり、テレビ局や新聞社にも顔が効くというのがあり、

こういう形で記者発表をすると新聞やテレビに情報が出ます。今回担当の方ともいろいろ話をし

ましたが、アサヒビールとしての協力は金額だけではなくて、このような情報発信がおまけでは

ないけども付いてくることが、もしかしたら大きいかもしれませんよという話をしました。 

 今回 120 万円余りの寄付が集まり贈呈式をしました。これは県庁の中ですが、イベントの中で

行うことでテレビが来て、よりリアルな画像として映ると周囲の人の感心も高くなります。その

ようなことにぴったりなテーマだと思ったので、佐賀については虹の松原の保全活動を選びまし

た。 

永沢 どちらかと言うと、佐賀の地域側からの呼びかけではなく、企業側で探していた中でたま

たま見つけたという感じですか。 

紫藤 岡本さんと話すと、岡本さんは虎視眈々と実は狙っていたらしいです。佐賀の県庁には何

かきっかけがないですかと働きかけをしていたというのを、後から裏話で聞きました。 

永沢 他の地域の人が手を挙げて協力してもらえないかというのは可能性としてはあり得るの

でしょうか。 

紫藤 実際には頻繁にあります。対象がスーパードライなので寄付金額がかなり大きく、金額が

目的で来る人もかなりいて、そこは見極めながらやっています。お金もありがたいと思いますが、

一緒にやっていくことでいろいろな可能性がありますという話をして、その上で納得をしてもら

えるところと協力をするようにしています。 

永沢 お金の部分だけが突出して印象を持ってしまいがちですが、企業に協力してもらえるとこ

ろは先ほどの情報発信力や信用力などさまざまあると思います。アサヒビールさんとしては、お

金以外ではどんなメリットが企業と連携するとあると想定しているのですか。 

紫藤 地方で活動をしている時に、孤立したり孤独になったりする方もいると思います。行政マ

ンでも、その人は一生懸命しているのに行政全体の応援はないということもあります。我々のこ

ういった機会を通じて、その人をこのような記者発表などに取り上げることによって、その人に

スポットライトがあたります。面白いと思ったらマスコミも注目します。表に出るチャンスが出

てきて、その活動が認められることもあります。行政の中でがんばっている人がいてその人が働

きやすくするために、行政のトップと会った時に、あの人はこんなことまでやっていてすごいで

すねーと話をして、その人の活動が市長や区長などに認めてもらえるような後押しなどもやって

います。ほかにも、全国のネットワークも知っているので、虹の松原でもペレットを作るという

話があったときに、知っているところの話が出てきたので見に行ったらといいですよという話も

できました。そのような手伝いも出来たらと思います。 

永沢 地域活動をする場合、行政に対してはこういういい活動をしているので協力してと頼みや

すいですが、企業に対しては構えてしまって、行政には強く出られても企業に対しては頭を下げ

てお願いをして協力をもらう、というのがあると思います。いろいろな企業とのネットワークを

作り、協力関係を各地域でつくるためにいい方法ってありますか。いきなりホームページをみて
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メールを出しても、何のリアクションも返ってはきませんよね。活動を応援している企業の人と

出会うといっても、地域からすればどこに行けばいいのかも分かりません。どういう方法が一番

アクセスしやすいのでしょうか。 

紫藤 ある地域と親しくしている担当者に話を聞いたとき、突然メールが来たので熱い思いを

送ったら、さらに 30 分後にその 1.5 倍くらいになって返ってきて、びっくりしてそこから仲良

くなったという話もありました。ただ 47 都道府県の担当者が同じスキルを持っているわけでは

ないので、何か来てるなぁで終わってしまうことがあるのも事実ですが、CSR という考えの中で

企業としても地域と向き合っていこうと考えていますので、社内でそういう考えを持っている人

が増えているのも事実です。そもそも CSR という言葉が企業の社会的責任と訳されますが、今は

使っていませんが、５～６年前まではホームページの CSR の考え方というところに、アサヒビー

ルでは CSR という言葉を企業の社会的責任という言葉だけではなくて、カスタマーサティスファ

クション＋リレーションと読み替えて考えていました。お客様の満足を追求していくことプラス

関係を持つということです。お客様の満足を追求するだけでなく、いろいろなところに絡んでい

く。そういう中で CSR として企業の責任を果たしていくという考え方でやっていました。そう

いった意味でも突然訪ねてこられても話は聞いています。 

永沢 資生堂の CSR 室長の人と話をしたことがあります。いろんな連携をしたいという問い合わ

せが１日平均 250～300 件くらい来るそうです。手紙もそのままごみ箱に行くことがほとんどだ

と話していました。手紙やメールを出してリアクションがないあの会社は何なんだというよりも、

ある程度電話をするとか直接会いに来るとか、多少しつこくてもちゃんと説明をしてつながりを

持つ努力をしない限りは、CSR の担当部署だからといってもそれだけの量のリアクションをする

ことは到底できない。アクセスをする側にも努力をしてもらうと次にもつながりやすいと話して

いました。 

 企業にとって地域活動とつながる目的とはさまざま違うと思います。アサヒビールにとって地

域につながるということは直接的、間接的にどんなメリットがありますか。どんなメリットを得

るために地域活動と繋がりを持たれているのか話してください。 

紫藤 2009 年に始めたのは、スーパードライがビールとしてはずっとトップシェアを頂いてき

たので、それに対する感謝を何かの形で表したいというのがありました。繰り返しになりますが、

企業としてブランドだけではなくて、アサヒビールがやるのだからという会社を売っていきたい

というのもあります。それからビールは、天気、人気、景気と言われます。天気だけはどうしよ

うもないですが、人気についてはいい商品を作ったり、PR 活動をしたりして作っていけます。

景気についても作れるわけがないだろうと言われるかもしれません。以前、愛媛県の松山の道後

温泉に行きました。愛媛には工場があることもあり、道後温泉でのシェアが７割ほどもあります。

大きなホテルが多い場所で、当然今の時代客も減っています。道後温泉の客が減ったからビール

の売り上げも下がったんだというのは許されないので、じゃあどうしたら道後温泉に客を呼び戻

せるかも同時に考えなければいけません。工場があるので愛媛でイベントがある時には、築城

400 年だとか、坂の上の雲を記念したりとか、坊っちゃんから 100 年だとか、そういうラベルを
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作り道後温泉へ売り込みをしました。高いシェアを持っていたので、地域に元気がなくなって下

がっていくと必然的に売り上げも減っていきます。景気というほど大げさなものではないのです

が、地域とは一心同体といったこともあって、そういった活動を行いました。 

永沢 地域との共感に関して、企業との共感を得るためにはどういう方法がいいのか質問でも構

いません。みなさんから、何かありますか。 

一般来場者 2 点気になることがあったので、質問させてもらいます。1 つは、先ほど協賛企業

の紹介がありましたが、アサヒビールとバッティングしている企業がすでにあり、業種が限られ

ているような印象がありました。そのほかに地元の企業が何社かありましたが、例えば掃除とい

うことなら清掃業者というのがスポンサーになりやすいと思うのですがどうなのですか。2つめ

は、唐津というと虹の松原というよりも、焼き物や魚などが有名ですが、それらを含めて人を呼

び込むという考えがあったのかどうか教えてください。 

岡本 たまたま今回は飲料の企業が絡んでいますが、それ以外にも土木などからはマンパワーの

協力をもらっています。清掃業者の人にはゴミを運ぶ手伝いをしてもらっています。今回紹介し

なかっただけで、そのような陰ながらの応援ももらっています。ホームページでいろいろな企業

を紹介しています。虹の松原を守りましょうという怪しい協議会か宗教組織かも分からない活動

に、アサヒビールや伊藤園というネームバリューが付くことで、信頼できる活動なんだと思って

もらえる、その力は大きいです。佐賀の県外や県内の人にも、虹の松原が載っていたのでこのビー

ルを買いましたという声が聞こえてきたことが今回変わったことです。 

 唐津は魚などの資源にも恵まれているので、他とも連携をしたらということですが、虹の松原

は景観として見られるもので、どこかと組み合わせることは難しいです。松原を見てから食文化

を楽しむというコースはあります。保護活動をして観光するというニーズはなくて、単独でない

とツアーが出来ないというのがいまのマーケットの状況です。アサヒビールからもらった寄付金

を活用して、再生保全に来てもらった人を呼びこんでツアーを組んでもらっている業者にも商売

が成り立つようにして、 終的に地域経済が潤うようなイメージへとつなげていきたいと思って

います。今のところはまだそこまでつながっていません。 

永沢 他に質問はありますか。 

ジェフリー いま応援している活動の他にもすばらしい活動が出てきた場合、次から完全に切り

替えるのですか。それとも、順番のローテーションで応援するのですか。また、寄付が本決まり

になった後で、活動団体側から「いろいろと手続きも複雑そうだから、企業の支援はいらないで

す」と断られたことはありますか。 

紫藤 鳥取はそのパターンでやっています。１回ごとに交互でやっています。中海を泳げる中海

に戻そうという活動をしていて、そこと鳥取砂丘の景観保全の活動を交互にしています。寄付を

決めた後で断られるということはまずありません。その前に結構な打ち合わせをしています。 

ジェフリー 虹の松原がマツクイムシにやられているので、ムシを駆除するために殺虫剤を空中

散布しているということなんですが、あまり環境や健康によい印象はないですよね。薬の散布で

はなく、捕まえるなどの方法はできないのでしょうか。 
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岡本 マツクイムシはマダラカミキリという虫が木をかじることで、かじったところから感染し

ます。かじられたら終わりです。これを捕まえられるかといえば、捕まえられないのが現状です。

空中散布は危険だという認識を持たれているようですが、マツクイムシだけを防除する試験もさ

れていて、全国的にも人家から 200 メートルのところへはやらないように国からの通達がありま

す。地元の人がそれでもいいので撒いてほしいという要望のもと実施をしています。地元の了解

が取れなかったところは１年で枯れました。そういうのは全国的にも見られます。松原を守るた

めには散布はどうしてもしなければいけません。虫を捕まえられるに越したことはないのですが、

もともとは日本にいない外来種で戦後に新たに入ってきたもので対応できないのが現実です。 

ジェフリー 外国人に対して外来種はツライよね（笑）。掃除って楽しくないイメージですが、

もっと楽しみながら松原に関わることができるんじゃないでしょうか。 

岡本 松原の掃除をするだけでは面白くないということで、遊び心をもったイベントを行ってい

ます。家族連れで楽しめるゲームを 2年前から取り入れています。そこでまた違った人の活動者

の理解を得ています。 

あと松ぼっくりが拾えるので、松ぼっくりをお金の換わりにして、松ぼっくりをいっぱい拾っ

てきた人はこれが貰えますといったことを取り入れていこうとしています。 

永沢 他に質問はありますか。 

渋澤 私はいろいろな企業の人と付き合いをしています。半島にとっては企業の存在は大きく、

お金を持っているし、人材もノウハウもあります。企業が来てくれるとうれしい、自分たちが認

められたという気持ちにもなる。だけど企業の側には問題を抱えている。 

半島が企業の側の問題を解決してあげないと本当の共感は得られない。僕たちはいいことをし

ているから共感してください、お金ください、助けてくださいというのは一方的な話です。 

売り上げの問題は別として、では企業の側がどういう問題を抱えているのか。震災以降多いの

は、人事担当者の問題です。企業内で社員間のコミュニケーションが取れない。さきほど世代

ギャップの話がありましたが、それは企業の中でも同じで、30 代の社員と 20 代の社員は机が並

んでいてもメールでやり取りをすることは日常茶飯事です。50 代の管理職と 20 代の社員ではコ

ミュニケーションが取れない。それを解決してほしい。自然の中で一緒に汗を流すとか松葉をか

くことでなどで、解決するチャンスというのはたくさんあります。それを企業に対してプログラ

ムを提案することが必要になってきます。 

 もうひとつの困っていることは定年退職者のことです。団塊の世代が去年ごそっと抜けた。そ

の人たちに何らかの社会の接点を作っておいてあげないといけないというのが、なんなく日本の

社内風土の中にあります。労組や健保組合を含めて、そういう人たちと地域の人をどうつなげる

か。地域の側でそういう人たちへの働きかけが必要です。お金ではなくて、居場所を作る。地域

の人たちとコミュニケーションがとれる場所を作っておくこと、それを企業の側が望んでいる。 

 それと、これから製造業が海外移転を進めていった時のワークシェアの問題です。ワークシェ

アとは、工場を閉鎖して全員がクビになったときに、その地域がつぶれるという話が出てくるの

で、それならば週 2日、週 3日だけ働こうということです。給料は半分になるかもしれませんが、
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その分地域の中で多業や副業をしたり、地域のコミュニティ活動をしたり、祭りに参加したり。

給料は 7 割しかないけど生きがいや生活の満足感はプラスになりますという提案を半島からす

る。そうなったときに、企業と半島が共感を持ったパートナーになる。私たちも相当な知恵を出

し合わないといけない。 

 世代間ギャップをどうするかという話については、世代をタスキ掛けにしてみることを始めま

したが、それでも駄目かもしれません。70 代の世代は棚田に自分の生存のベースがあった。生

きるために、売るためではなく食べるための米を作らないといけなかった。団塊の世代以下の

40、50、60 代の世代は生存の基盤はそこにはない。ほかの場所にある。観光業であったり、町

の工場であったり、職場であったり。生きてきたベースが違うので、その人たちの棚田に対する

思いは違う。埋めようと思っても埋められない。 

40、50、60 代がずっと続いた日本人の中の特異な人種なのかもしれない。この人たちが問題

だった。要するにグローバルマーケットを信じたし、都市を信じたし、お金を信じてきた世代で

すが、バブルの崩壊した今の高校生たちは信じていない。だから 3.11 以降急激に若者が入るよ

うになった。 

その辺の社会観があって、地域がワークシェアを出来るか。世代間交流ができるか。どこに基

盤を持った考えを持つか。もう一度整理しなおす時間だという感じがしています。 

永沢 今日はテーマで分けて話をしてきました。地域自体をいかにモチベーション高く自主性を

持ってやっていくか、そのためには SNS 等々を活用しながら、いかにコミュニケーションの機会

を得ていくかという話もありました。 

終的には、ひとつは楽しさをどう地域の中で作ることができるか。外に発信していった時、

それがこの町は楽しいなということが結果的には応援者、協力者、観光客を連れてくるきっかけ

になるのだと思います。いかに楽しい雰囲気を作るかが重要です。外来種は外国人に取ってもら

うとか、何でもいいと思いますので、ギャグを含めて地域で楽しい取り組みをたくさん作ってい

くかがひとつポイントなのかなと感じました。 
 二つ目ですが、地域でただ頑張るだけでなく、その努力が他の地域と競争できるだけの努力へ

とつながっていくことが重要だと思います。 近、地域内で頑張っているなと感じる地域のひと

つが今治です。「ゆるキャラ選手権」でバリィさんが１位になりました。他にも焼豚玉子飯がＢ

級グルメで上位になったり、東京の量販店でも今治タオルが売られるようになっていたり、AKB48

の偽物のようなバリッ娘というグループで出てきたりしています。それを地域の人に聞いたら、

全部違う主体が頑張って作ってきたんだそうです。いい意味で競争をしながら、結果として食や

アイドルやブランドとったいろいろな角度で「今治」が発信され始めています。地域の中で競争

をしながらいろいろな人たちが頑張れる環境をどう作るか。元気な地域を発信していく上では、

ひとつの団体だけが頑張っていくのではなく、内発をどう起こしていくかが重要なのだと思いま

す。 
 後に渋澤さんから話がありましたけれども、一方的に企業や行政にお願いをするのではなく

て、地域にどんな魅力があって地域に何ができるのかを再認識して再構築して、その上でパート
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ナーシップを作る。一方的な連携をすることがパートナーシップではなくて、あくまで相手に

とって自分の地域が活かしてもらえる、逆に相手のものを地域が活かす関係性が本当のパート

ナーシップになる。それを前提にして、改めて対企業だけでなく多くの人に共感してもらうため

に、地域が持っているものをどう整理するか。それを発信して互いにメリットを享受しあえる関

係性を作ることが重要なポイントになるのだろうと、話を聞いて感じました。 
今日のセッションは共感をテーマに進めてきました。何かひとつでもご参考にしてもらい、地

域に活かしてもらえたら幸いです。お二人のお話も参考になりました。どうもありがとうござい

ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


