
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 催 結 果 概 要 

 

 

開 催 日 時 ２０１１年１１月２５日｜金｜・２６日｜土｜ 

開 催 場 所 ３３３１ Arts CYD（サンサンサンイチ アーツチヨダ） 

東京都千代田区外神田６丁目１１－１４ 

主   催  国土交通省半島振興室 

協   力  半島地域振興対策協議会  半島地域振興対策議会議長連合協議会 

全国半島振興市町村協議会

photo by Ryo Shirai
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はじめに 半島地域とは 

 

半島地域は、三方を海に囲まれ、山がちな地形であることなどから、道路整備などの産業基盤や生活

環境の整備の面で不利な条件におかれており、多くの半島地域では人口の減少、高齢化の進行など

様々な課題を抱えています。 

 

このため、過疎法などと並ぶ地域振興法の一つとして、昭和６０年に「半島振興法」が制定され、さまざま

な振興策が講じられることになりました。現在、２３地域１９４市町村が半島振興法上の半島振興対策実施

地域に指定されており、これらの地域では、地域振興のための事業活動等を行う場合に、支援措置が受

けられます。 
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半島のじかん

意識する

知る 共有する

１ 半島のじかん２０１１in TOKYO 開催経緯とコンセプト 

 
① 開催経緯 

半島地域には、地場産業の衰退や高齢化の進行など多くの共通する課題があります。しかしその一方で、

地域の住民が中心となって美しい自然景観や独特の歴史・文化など、半島地域ならではの地域資源を

活かした地域づくり活動が活発に行われてきています。 

こうした活動を担う全国の半島地域の人たちが一堂に会する場として、国土交通省半島振興室では平

成１８年度より、半島地域の自立のあり方や半島地域の人材および資源・情報のネットワークによる地域プ

ラットフォームの形成などをテーマに、毎年全国の半島振興地域の中からひとつの半島地域を会場として、

ワークショップを開催してきました。 

今年はこれまで積み重ねた議論をもとに、都市側からの新たな視点も加えてさらに議論を深めるべく半島

の外に飛び出し、名称も「半島のじかん２０１１inＴＯＫＹＯ」として開催する運びとなりました。 

３月に発生した東日本大震災では、日本中が豊かさの意味や地域の絆を問い直す契機となりました。

日本の新しい成長の方向性が模索されるなかで、例えば漁村地域に残る舫（もやい）の文化や、自給自

足も含めた小さな地域経済のあり方、あるいは地域の食が注目を浴びるなか半島地域の産品を並べたマ

ーケットなど、日本の端、半島地域を感じながら、日本の先（あした）を考える二日間のプログラムを開催しま

した。 

 
② コンセプト 

半島地域の自立と活性化を次の３つのフェーズでとらえました。 

 

１．意識する（Ｃｏｍｓｃｉｏｕｓ） 

身近にある半島的なものから、半島コンシャスの意

識を形成 

２．知る（Ｄｉｓｃｏｖｅｒ） 

「風景」「人」「産物」から半島を知る 

３．共有する（Ｓｈｅｒｅ） 

半島のじかんを通じパブリックに継続的に 

発信 

＊「半島のじかん」ネーミングの由来＊ 

「大間から青森市までは 4 時間かかる。青森から東京までも 4 時間かかる。半島には、独特のゆっくりした時間が流れているんです」 

私たちは、下北半島を旅する中でこの言葉に出会いました。半島には、同じ日本でありながら、都市部とは別次元の「半島のじかん」が

流れている･･･目から鱗でした。私たちがそうであったように、「半島のじかん」の中に身を置くことは、その風景、人、産物などを通して、半島

の魅力はもちろん、さまざまな気付きをもたらしてくれます。 

3.11 を経て、自分自身を、自分の住んでいる地域を、そしてこの国の未来を、もう一度見つめ直す時期を迎えた日本人。いま私たちに必

要なのは、気付きの扉である「半島のじかん」ではないのだろうか。会議名は、こうした考えから生まれました。 
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２ 半島デザインプロジェクト 

半島をテーマとしたイベントを初めて東京で開催するにあたり、これまで以上に情報発信力が求められる

ことから、プロジェクトのコンセプトづくりの段階から（株）日本デザインセンター大黒デザイン研究室に参画

いただきました。 

 

 

３ 全体構成 

初日のテーマは「半島に学ぶ」と題し、主に半島地域に暮らす人や地域づくりの関係者向けに開催し

ました。２日目は「半島を感じる」と題し、主に都市住民向けプログラムを企画しました。また屋外デッキスペ

ースでは「半島を遊ぶ」と題し、マーケットを開催しました。 

 

キーノートスピーチ  都市の価値から半島の価値へ 

東日本大震災以降、半島も都市も含めて日本に暮らす人たちの価値観に大きな変化があったといわれ

ています。地域のつながりや地域の自立性への関心が高まるなかで、自立型社会にむけた可能性につ

いて半島を起点に考えました。 

テーマセッション１  半島と現在｜半島に学ぶ、地域自立の可能性 

漁師、まちおこしゲリラ、行政と、様々な立場で地域の活性化に取り組んでいる方々が登場し、地域の

資源や特性にこだわって活動する中で自らが得た気づきや課題を共有しながら、地域の自立について

考えました。 

テーマセッション２  半島と未来｜半島に学ぶ、地域自立への挑戦 

地域資源を活かしたビジネスと、コミュニティ活動の両面で地域の活性化に取り組んでいる方々が登場し、

それぞれの経験を踏まえて、地域ビジネスの課題と成功要因、コミュニティビジネスのあり方を考えました。 

テーマセッション３  半島×デザイン｜外側から見た、半島の魅力と価値 

今回半島を初めて訪ねた、都市で活躍するデザイナーとフォトグラファー、そして半島に暮らしながら活躍

中のデザイナーが登場し、プロの感性を通じて見えてきた半島の魅力や価値について、またそれをどう効

果的に全国へ発信していくことができるのかを考えました。 

テーマセッション４  半島×女子｜内側から見た、半島の魅力と価値 

半島でがんばる女性や半島に飛びこんだ女性、そして都市と地域をつなぐ女性が登場し、それぞれの半

島体験を振り返りながら、古いしがらみへの挑戦やその原動力となった想い、半島だからできること、これ

からの半島の可能性を考えました。 

半島印のお宝マーケット 

半島の資源を活かし現在開発中・開発したばかりの産品について、マーケティングや食の流通のプロが

目利きしました。開発者自身からＰＲプレゼンテーションし、その場で採点とアドバイスをいただきました。総評

では産品開発に成功するコツなども紹介しました。 
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４－１ １１月２５日プログラム 

 

キーノートスピーチ  都市の価値から半島の価値へ     

○登壇者 澁 澤 寿一氏 ＮＰＯ法人共存の森ネットワーク副理事長 

○論点 

・地球上の多くの地域で都市型の暮らしが営まれるようになったが、７０億人が都市型の暮らしを送ることは不

可能。新しい暮らし方、新しい価値観をどう見つけていくかが問われている。 

・これからの生活の質の向上は、生活全てをお金で買うということから、生活を作っていくことに変化していくので

はないか。半島が今やろうとしていることは、自分たちの生活を作ろうという試み。生活を作るということは生

活を使うこと以上に価値あるものと考える。 

・この２日間を通じ、私たちが生きる幸せの意味やその萌芽を見つける機会としてもらいたい。 

 
テーマセッション１  半島と現在｜半島に学ぶ、地域自立の可能性   

○登壇者 松尾 省二 氏 （株）エンジョイ・フィッシャーマン代表取締役  

島   康子  氏  本州最北端のまちおこしゲリラ「あおぞら組」組長 

古森 美津代氏 熊本県 企画振興部 地域・文化振興局 地域振興課 審議員 

澁澤 寿一 氏 ＮＰＯ法人共存の森ネットワーク副理事長 

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 

○論点 

①与えられる価値から自分たちで作る価値へ 

・都会と田舎という“モノサシ”が、濃い薄いになった。濃いというのは土地固有のものが残っていること。

濃いところがカッコイイ。（島） 

・物やエネルギーの価格を「自分たちで決められるんだ」と分かった地域が共通の夢を持ち、地域が良くな

っていると感じることが、最近ようやくできるようになった。（澁澤） 

・ちゃんと時間と手間を掛けて作ったものをちゃんと評価をもらって、お金を払ってもらい、貰ったお金をちゃ

んと使う、という実体経済の部分を大切にしている。（松尾） 

・仕事は作れるもの、考えればあるということに、都会の人も田舎の人もまだリアリティがない。（中山） 

②地域の後継者育成について 

・自分のアンテナに触れたものをとことん追いかけて行って欲しいと話をしている。（古森） 

・できるだけ若い人達や今までやってきたことのない地域の宿屋のおかみさん等にバトンタッチをしている。

（松尾） 

・去年大間高校にできた部員２名の非公式ゲリラ部は今年１０人以上に拡大した。（島） 

・小さくてもよいので集落の中の経済を通じて新しい雇用や産業を生み、自分たちの新しいライフスタイル

を作ろうという人たちを育てていけば、「自分たちもこれが正しいのだ」という価値が生まれてくる。それが

まさにこれからの都市を救う。（澁澤） 
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テーマセッション２  半島と未来｜半島に学ぶ、地域自立への挑戦   

○登壇者 辻 悦 子 氏  企業組合でる・そーれ 理事  

諸井 秀樹 氏 （株）諸井醸造 代表取締役 

コーディネーター  

永 沢 映 氏  ＮＰＯ法人コミュニティビジネスサポートセンター代表理事 

○論点 

①地域で賛同者を得るためにどうやって地域に根ざしていくか 

・非常に時間はかかる。実際に動いて、何かを感じ取ってもらう。（辻） 

・「地域の財産を守っていこう」という地域の中の一連の動きの中で理解してもらう。（諸井） 

②自立性を担保するためのビジネスとその課題 

・地域の財産をどう見せてブランド化していくかが勝負。言い換えれば自分の思いをみんなの共有財産といえ

るところまで落とし込むことが大切。（諸井） 

・地元に愛されなければ外の人に紹介されることもない。地元の賛同を得ることが大切。（辻） 

・お金を稼ぐことも大切だが、地域の中でどうやって巡らせるか考えることも大切。（永沢） 
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４－２ １１月２６日プログラム 

 

テーマセッション３  半島×デザイン｜外側から見た、半島の魅力と価値  

○登壇者 野原 大介 氏 天草在住デザイナー  

古川 たらこ 氏  本州最北端のまちおこしゲリラ「あおぞら組」ﾊﾞｸﾞﾀﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾅｰ 

白井  亮 氏  フォトグラファー  

大黒 大悟 氏  （株）日本デザインセンターアートディレクター  

コーディネーター  

鈴木 輝隆 氏  江戸川大学社会学部ライフデザイン学科教授  

○論点 

①デザイナーによる半島への視線 

・手垢がついていない印象。最初の色の付け方次第。（古川） 

・半島の人は気持ちの目盛が細かい。近くにある物を細かい目盛でしっかり捉える印象。「半島のじかん」とい

うネーミングにも影響。（大黒） 

②半島のじかんの製作に関して 

・最近はわかりやすいものが多すぎて、自分で知ろうとしない傾向がある。むしろ、謎の部分があったほうがよい

と考え、コンセプトのひとつ「意識する」では、見た人の心に引っかかることを考えた。（大黒） 

・人も風景も産物も同じ気持ちで、暮らしや生活を感じながら気持ちを込めて撮影した。（白井） 

③半島地域の振興におけるデザイナーの活かし方 

・デザインは地方の魅力を都市部に伝えるためのフック。（野原） 

・いろんな時間を感じられる場所が半島にはあるように感じた。そういう時間をデザインしているのかもしれない。

（鈴木） 
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テーマセッション４  半島×女子｜内側から見た、半島の魅力と価値  

○登壇者 小玉 由紀 氏 子育てカフェ・にこリーフ代表  

鈴木 直美 氏 南房総市白浜の海女  

藤田 和歌子氏 ＮＰＯ法人唐津環境防災推進機構 KANNE 事務局長  

高木 まゆみ氏 ＮＰＯ法人ＮＰＯ推進青森会議理事  

山口 八重 氏 （株）ごえんカンパニー代表取締役  

桑原  静 氏 シゴトラボ代表  

コーディネーター  

関根 千佳 氏  （株）ユーディット代表取締役  

○論点 

①活動で辛かったこと・楽しかったこと 

・ただ遊んでいるだけと思われること。やる必要があるのかといわれること。（小玉） 

・自主財源を生み出すことができず苦労している（藤田） 

・信頼できる仲間と出会えたことが良かった。（高木） 

②私の５週間後、５ヶ月後、５年後、５０年後 

・５０年後も海に潜っていたい。そのためには環境問題が重要。（鈴木） 

・「孫育てグッズ」を全国各地で作るおばあちゃんたちが出てきて、お店やイベントができたら楽しい。（桑原） 

・都会の女の子が有名なレストランに行くだけでなく、そこで使用される食材の産地を訪れることがトレンドとなるよ

うな時代や雰囲気を生み出すことができれば。（山口） 

・将来は東京中心の概念から地方がかっこいいという形になるのではないか。作り手が分かる食べ物が手に

入ることの価値に気づくパラダイムシフトが起きるのではないか。（関根） 
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４－３ １１月２５・２６日共通プログラム 

 

半島印のお宝マーケット        

○出店者 渡島地域  江差町歴まち商店街協同組合 

津軽地域  弘前大学でる・そーれチーム 

企業組合でる・そーれ 

下北地域  本州最北端まちおこしゲリラあおぞら組 

男鹿地域  （株）諸井醸造 

南房総地域   （株）エンジョイ・フィッシャーマン 

東安房漁協・白浜 

伊豆中南部地域  ＮＰＯ法人下田にぎわい社中＆ありしろ道具店＆ｲｽﾞｼｶﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ 

紀伊地域  （有）野瀬商店 

丹後地域  （株）エンジョイ・フィッシャーマン 

江能倉橋島地域  江田島市観光協会 

宇土天草地域  あおき屋 

薩摩地域  南さつまにかもん協議会 
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４－３ デザインツールと展示 

 

半島ロゴマーク 

半島のじかんを開催するにあたり、各種発信情報に統一感をもたせる目的か

ら、半島のロゴマークを作成しました。チラシやポスター、開催案内などの紙媒体

のほか、ホームページやツイッターのアイコン等電子媒体にも使用し半島から発

信する情報の発進力強化につとめました。 

 
ポスター・チラシ 

半島の魅力を伝える手法として、地域を「風景」「人」「産物」を切り口に写真を

撮影しメインビジュアルとしました。実際に半島を訪れ、写真家・白井亮氏による撮

影の中から、高知県幡多地域で撮影した「柏島」「文旦」と下北地域で撮影した

元漁師の「かねたまるのおっちゃ（おじいちゃん）」をポスターに、また柏島は開催チ

ラシにも採用しました。 

 

バナー（メインホール） 

セッション会場となるメインホールは、着席の状態で約100名を収容します。観

客の着席するホール右手には、半島のじかんのコンセプト「半島を意識する」「半

島を知る」「半島を共有する」に沿うかたちで、半島振興法が指定する23の地域

や、半島の風景、人、産物等について、縦2メートルを超える大型バナーを８連使

用し紹介しました。 

 
半島ノート 

半島に指定されている23地域について、歴史や風土、資源、現在の地域活

動の取組を、それぞれ１枚のノートに整理しました。各半島単位に印刷され全23

種類制作しました。 

ブロック状の一辺が糊付けされた半島ノートは、各自気に入った半島が見つ

かったら、一枚ずつ切りとって持ち帰れる仕組みになっています。 

 

半島ドキュメント（地下展示室） 

地下ギャラリーでは、今回の開催に先立ち取材で訪れた青森県の下北地域

と高知県の幡多地域の魅力的な人や風景のグラフィック、写真、映像等を展示

しました。 

 

 

 photo by Ryo Shirai 



 

11 

 

５ おわりに 

 

総括セッション         

○登壇者 澁澤 寿一 氏 ＮＰＯ法人共存の森ネットワーク副理事長 

島 康 子 氏  本州最北端のまちおこしゲリラ「あおぞら組」組長 

辻 悦 子 氏  企業組合でる・そーれ 理事 

玉沖 仁美 氏 （株）タマノワ代表取締役 

大黒 大悟 氏  （株）日本デザインセンターアートディレクター 

山口 八重 氏  （株）ごえんカンパニー代表取締役 

○論点 

・感じていることや課題は都市も半島も変わりなく、一人じゃないと思えた。（山口） 

・半島は一つの単位だが、日本の美しい場所や魅力を発信するきっかけとして半島があるだけだと思う。ノスタ

ルジーで語りすぎるとニッチなものになってしまう。（大黒） 

・安さでない付加価値を半島らしさというものに結びつける難しさを改めて実感した。（辻） 

・その半島ならではの、新しい自立する仕組みを作っていくことにチャレンジしていかなければいけないと思った。

（島） 

・地域をよくしていこうという思いと生業が一致してきたことがこの２０年の変化。（玉沖） 

・少子高齢化が進んだ半島は日本の最先端。何年後かに必ず都市が追いかけてくる。そのときに、「お金以

外にどのようなコミュニケーションツールを持てば、豊かに暮らせるか」ということを都市の人々に半島の人は

示す義務がある。（澁澤） 

 

 

 

６ 会場 

「半島のじかん」の会場に使用した「３３３１ Arts Chiyoda（サンサンサンイチ アーツチヨダ）」は旧練成中学

校の校舎をリノベーションしてつくられたアートスペースで、様々なジャンルの芸術活動の舞台として、また作品

制作の工房やワークショップ会場等として利用されています。 

 

 

 

 

 


