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漁業・環境保全・被災地支援など多彩な活動でつながり続ける－丹後半島・松尾氏 

中山 このセッションでは時間という意味を、人がそこで暮らし培っていったいろいろな

経験の総体を時間だと考えて、今日はみなさんと共有していきたいと思います。どういう

時間を過ごしてきたか、まずお二人にお話を頂きます。その中で時間をその土地で紡いで

いくときに、どういう苦労があり、どういうことが次の展開に結びついたのか。二人のそ

の経験をもとに、半島で暮らしを営んでいくとはどういうことか、みなさんとその魅力を

共有できればいいなと思います。では、それぞれの半島の時間、過ごしてきたことの話を

してもらいます。 

松尾 丹後半島はどこにあるか、分かる方いらっしゃいますか？ 結構いますね。では、

水戸黄門という時代劇をテレビで見たことがある方はいらっしゃいますか？ 水戸黄門の

シリーズの中で出てくる海岸のほぼ７０％くらいがここの海岸です。暴れん坊将軍を見た

方はいらっしゃいますか？ テレビの画面で見るときは後ろに富士山がありますが、暴れ

ん坊将軍の中に出てくる馬が走っている海岸も、私のところの海岸です。 

 私は漁師です。何も言わないと秋田出身の俳優の加藤鷹によく似ていると言われ、間違

えられることもありますが漁師です。私は途中から漁師をしていますが、父も漁師です。

丹後というと、丹後ちりめんという着物の産地です。そこで着物を織っていた父が突然漁

師になり、その後私も別の仕事をしていましたが漁師になりました。 

 今やっているのは、全国の漁師を集めたエンジョイ・フィッシャーマンという会社です。

漁師には変な漁師がいっぱいます。変な漁師というのは匂いがするので集まってくるので、

それでみんなで会社をやろうということになりました。みんな、儲からないとか、船がど

んどん減っていくとか、若い人が来ないとかいう話をしているので、それを何とかしよう

ということで始めました。全国の嫌われ者の漁師が集まっているのがエンジョイ・フィッ

シャーマンという会社だと思ってもらえたらいいかなぁと思います。３．１１の東北の震

災の後、自分たちで頭を下げて回って、船をもらってきて船を送ったり、網を送ったりと

いうことをやっています。 

 私は定置網の漁をしています。漁師なのでちゃんと網を繕うことも出来ます。網を上げ

て魚を獲るというのが生業です。これとは別に宿屋もやっています。網は微生物や海藻な

どで汚れるので、それを宿屋の食物残渣とまとめてサイロで肥料をつくります。それを畑

で使い、畑で出来たものを宿で食してもらっています。そのようなことをしています。こ

れは選別の作業です。これはどこの港でも見られるものだと思います。 
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 私もたまに映画にも出ています。コマーシャルで本上まなみさんと共演したことがあり

ます。吉永小百合さんとも出たことがあります。漁師をやっていますが、私はこのような

場で話すのは嫌いです。実はあがり症で、汗っかきです。このような場に引っ張りだされ

るようになったのは、海岸でゴミ拾いをしていたことがきっかけです。ゴミ拾いをしてい

て、芸能人と仲良くなって、コンサートのマネジメントをするようになり、音響のオペレ

ーターをするようになりました。ＭＣなどもやっています。 

 半島があれば湾があるわけで、半島と湾のつながりが日本の全土の海岸線です。その中

で日本には四季があり、様々な花鳥風月といわれる独特の色彩があります。そこに私たち

の暮らしがあります。よく半島は振興が遅れていて忘れ去られた時間のように言われるこ

とがありますが、そこで私たちは生きていて決してそこに訪れてくれる人たちに、遺産観

光を求めているわけでも何でもありません。そこにはそこの暮らしがあり、それがそこを

支えているということを一緒に感じてもらいに来て欲しいし、それが都市と農村や山村の

関係だと思います。この写真は地域の子供たちと松の再生のための植林をしているところ

です。これはあなたの拾ったモミが入場券という、拾ったモミがないと聞けないというコ

ンサートです。 

 自分の地域で地域づくりをする時、若者、よそ者が必要だと言われます。地域の中で自

分がずっと若者をすることは非常につらいことです。なので、自分はお前のところに行っ

て若者をするので、お前はこっちに来て若者をしてくれ、ということを相対でできると若

者役が入れ替われます。そのしくみを外に持って行き、自分たちのやっていることを評価

してもらいます。今日も外で評価をしてもらおうと、物産を持って来ました。上手く引っ

かかると来てくれることになり、コマーシャルとして荷物を背負わせて出していく。それ

がコミュニティの活性化にもつながります。観光客がたくさん来てもらうということでは

なく、交流人口が増えるとはそういうことを言うのだと思います。知り合いを増やす活動

を念頭にやっています。 

 東京ではこのようなサロンをしています。これは漁師に来てもらい、料理人が料理を作

り食べてもらい、これが東京のマーケットに合いますか、という問う形でやっています。

興味があれば言って下さい、買ってくださいということをしています。また、震災後自分

たちができることは何かと考え、データベースを作ったりいろいろな場所に行き支援の活

動などもしています。来月にはアーティストが作った音楽と映像をセットになったビデオ

を何種類か出来上がりますので、そういうことで気持ちを伝えることが半島間で出来れば

なと思っています。 

自分の中のモノサシが変わり、次第に地域も変化が－下北半島・島氏 

中山 次は大間から来てもらった島康子さんです。 

島 本州の 北端の下北半島の一番北端が、大間という私が一生懸命生きている故郷です。

高校から地元を離れ、都会の女になってやるんだということで都会に出て、かれこれ１０

年以上都会暮らしをしていました。大間に帰ってきたのが 1998 年です。帰ってきた時、私

が帰ってきたら町の人達に、「よくこったらところさ帰ってきたな」と、言われました。“こ



3 
 

ったらところ”とみんなが思っている、そういうイメージのなかで暮らしていました。そ

れが大間というところです。ギトギトの漁師町です。変な漁師は匂いがすると言っていま

したが、大間の漁師というのは、自分の頭に巻く手ぬぐいの色にまでこだわります。自分

のは赤だとか青だとか決めて、その手ぬぐいしか巻かないというくらいの、そんな変な漁

師がいっぱいいる町です。人口は６,３００人くらいです。そこに私が帰ってきました。 

 もともと田舎が嫌で嫌で仕方なく都会に出ました。小さいころの田舎臭まみれの大間の

生活というのがとにかく嫌で、劣等感で都会に出たはずの私が、１０年以上離れて大間に

帰って来たら「何だこの面白いところは」と思いました。なんだこの濃い味は、というこ

とで覚醒した感じがしました。なぜ私が覚醒したかというと、多分モノサシが変わったた

めです。都会がよくて、田舎は悪い。この田舎の中の 低の糞田舎が大間だというモノサ

シに自分はずっと惑わされていたのが、このモノサシが吹っ飛んだ瞬間、ものすごいエネ

ルギーになりました。 

 そのエネルギーが沸き上がってきたところに、ＮＨＫの『私の青空』という大間を舞台

にしたドラマが始まりました。その時すでに私は頭がおかしかったんですが、そのドラマ

をきっかけに同じタイミングで頭がおかしくなった何人かの仲間が集まり、あおぞら組と

いうグループが出来ました。私の青空がきっかけなのであおぞら組という名前を付けて、

町おこしゲリラ活動を始めました。大間の役場は、ＮＨＫのドラマというチャンスがある

がもともと予算を取っているわけじゃないので、残念ながら予算を取って計画を立てない

と何もできねえと言っていて、それに反発するような形で「金なくてもやれることがある」

ということで私たちが結成されました。旗振りウェルカムという、函館から大間にフェリ

ーが入ってくる時に大漁旗を持って出動し、お客さんに向かって「よぐきたのー」と言っ

て大漁旗を振るというのをやり始めました。これがお客さんに喜んでもらいました。それ

が私たちのスタイルになりました。 

 その後、故郷を威張るということを形にして、商品化するということをやり始めました。

このＴシャツは、「自分たちのマグロの町すげえでさ」という威張る気持ちを込めたもので

す。口で言うのは恥ずかしいので、ここに書いてみんなに見せれば威張れる。それが私た

ちのメディアです。こういうものをどんどん作っていきました。ウニのＴシャツも作りま

した。それを同じ下北ということで下北沢に出動して、井の頭線の中でウニＴシャツ軍団

がつり革につかまりました。その時周りに立っている人たちは、さっといなくなりました。

席に座っている人は動けないので下を向いていました。これはウニの男の勝負パンツです。

あと、漁師さんがタンスの中に仕舞い込んでいるような古い大漁旗をもらい、大漁旗トレ

ーサビリティということで農産物に付いている生産者履歴のような、大漁旗の持ち主が誰

だったかという漁師の情報が読み取れるようにＱＲコードを付けて、持ち主の漁師とこの

バッグを買ってくれた人がつながるというものもやっています。この商品とからめて、町

の人をスターにしようということで、町の人がモデルになったポスターを作りました。５

月５日に空を泳ぐあの魚は所詮池の中の魚だが、それにひきかえマグロは世界の海を泳ぎ

回る魚だということで、マグロのぼりを作りました。子どもや孫にマグロのように世界を



4 
 

泳ぎなさいということで、いつか日本列島をマグロのぼり化しようということもやってい

ます。今年、大震災のあとのゴールデンウィークに全長１０メートル、腹回り３メートル

の巨大マグロのぼりを、同じ海の被害に遭った町の仲間たちにがんばれという願いを込め

て、函館のタワーに泳がせました。 

 「こったら所さよく帰ってきたの」という“こったら所”だった我が町の大間が、私た

ちが町おこしゲリラ活動をやっていた１０年でこんな変化があったのかなと思うことは、

まずアホになれたことです。 初私たちが大漁旗を振って「よぐ来たのう」とやっていた

頃は、まず周りの人たちが近づいてきませんでした。遠くから「何やってる？」と見るよ

うな感じでした。そのアホをやり続けたら、だんだんそれが普通になってきたので、他の

人が何かをやるときも、面白くやらないとえっ？っていう感じになってきました。アホが

日常化してきました。私たちも含めて以前はとにかく「役場が何とかしろ」とか、「どうせ

大間だしやっても無理だ」とか、そうグチグチ話すことが多かったのが、どうも 近は「ま

ずやってみるべ」というような感じのムードが出てきました。何か障害があってもそれが

普通で、そこにどうやって穴を開けるかということを頑張っていくべし、という感じにな

ってきました。 

 函館と大間の間を走っていたフェリーは赤字だったため、フェリー会社が急に航路を廃

止すると言いました。私たちにしてみれば津軽海峡を結ぶ一本道です。函館の病院に通っ

ている大間の人たちも多くいます。１時間４０分掛かりますが、陸でバスと列車を乗り継

いで青森市まで行くと３時間掛かります。函館へは寝て行って１時間４０分です。それが

なくなると困るということで、存続の運動を始めましたが、ここで大間だけが頑張っても

駄目だと私の気持ちは変わりました。大間が半島のいろいろな人と手をつなぎ合って下北

半島がメインにならないと、フェリーが守れないという意識に変わりました。大間以外の

人と手をつなぎたいと思っていた時に、むつ市で「半島地域づくり会議」というのがあり

ました。私たち下北半島が全国の半島地域の人たちを迎えるというホスト役をやらねばと

いうことで、 初はやらされ感があり、下北半島の人たち集まってやれとお上から言われ

た感じで集められました。下北半島のいろいろな団体や行政の人、いろいろな頭のおかし

い人たちが集まって、みんなで知恵を出しながら、来るお客さんをもてなすプログラムを

考えたり、会議の進行の中身を考えたりしていると、すごく面白くなっていきました。一

つの団体ではできないことが、みんなが寄ればこんなに面白く実行できるんだと、腹の底

から感じました。ほっかむりツアーというのもこの時に出来上がりました。ほっかむりを

冬の観光の目印にして行商隊を出動させて、新幹線の新青森駅開業の記念の時にアピール

をしました。猿のうん●を象ったクッキーを作る人がいたり、中学生向けのツアーをみん

なで知恵を絞りながら作りました。『１４歳の挑戦』という、これは明日のプログラムでも

プレゼンしますが、このようなことをやり始めました。下北半島というのは原子力半島で、

その問題が私たちの中でも大変だなと思っていますが、いままで作ってきた関係があれば

二極的な対立ではなくて、一緒になってどうしていくかを考えることが出来るベースが出

来るのではと思って今頑張っているところです。 
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私たちに与えられた『時間』とは先人から子供たちに引き継ぐ隙間のようなもの 

中山 いま二人から話を頂きました。生き様を話してもらいましたが、これを共有のネタ

にしながら、地域を作っていくこと、そこで暮らしていくこと、にどんな思いがあって知

恵があるのか、その話をしていきたいと思います。 

 さっき松尾さんに将軍様が走っているあの浜が、なぜあんなに綺麗に守られているのか

という話をあまりしてもらえなかったので、その話をもう少ししてもらいます。 

松尾 ２０年以上前、ちょうど日本がバブルの時に、いろいろな乱開発の話がある時代が

ありました。その頃にそうじゃない生き方ができないかということで、鳴き砂を守ろうと

鳴き砂を守る会を結成しました。月に一度みんなでゴミ拾いをする団体でしたが、そこか

ら色々な人と交流をするようになり、自分たちの地域をどういうふうに作っていくのかと

いう町づくりの団体に変わって行きました。そのあと９７年にナホトカ号の重油災害があ

りました。その頃、日本の海岸にたくさんの医療廃棄物が流れ着くことがあり、ＮＨＫや

ＴＢＳが取材に来ました。その時 初に、「顔をテレビに出すので命の危険があるので、気

をつけて下さい」と言われました。その数ヶ月前に医療廃棄物の問題を取り上げた記者が、

新宿で刺されたそうです。しかし、なんとか取り上げて欲しいということで、取り上げて

もらいました。フライデーという雑誌に医療廃棄物の海岸として載せてもらった写真家で

医療ジャーナリストの伊藤隼也という人がいました。今もとくダネ！に出ていたり、スー

パードクターのマネジメントをしていて著名な人ですが、その人や仲間の人の手助けを受

けてそのようなことをしていました。 

 いろいろなところにお願いを出そうということで、当時厚生労働大臣だった小泉純一郎

に手紙を書きました。返事は厚生労働省からはこなくて、環境省、国土交通省、農林水産

省からは返事がもらえました。関係各所に回しましたという返事なのですが、返事を待っ

ている間に重油災害が起きました。その時に得たものというのは仲間でした。３月３１日

に終了宣言をする中で、私たちのところは５月の連休の終わりまで、ボランティアの方が

いてくれて作業をしていました。 

 ボランティアの事務所と社協の事務所と役場の事務所が別だと何も動かないということ

が分かりました。私たちのところも当初は別でした。役場が場所をくれませんでした。な

ので情報共有もできませんでした。役場に向かって「困っているなら困っていると言え」

と言って、町長や産業室長に困っているから助けてくれと言わせました。助けるので役場

の一室をよこせと言って、役場の中に“丹後ボランティアネット”という事務局を作りま

した。その時に学生でボランティアバスの運行をしていた泉健太という人は、今は国会議

員をしています。その人と一緒にいた男の子は、“地域通貨おうみ”とかやって、今は地域

通貨は嫌いだといって石川県で役場の職員になって地域づくりをしています。そういう仲

間を増やせたというのが一番の財産です。 

 その時にしたことはボランティア団体が、国際油濁補償基金に訴訟を起こしました。国

や市町村以外で、日本で初めて災害でボランティア団体が補償金を受け取るという第一例

になりました。 
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自分たちの暮らしを守るのは当然ですが、私たちは今私たちの時間を生きているわけで

はなく、先人から引き継いで子供たちに引き継がなければいけない隙間にいるだけで、自

分の時間というのは短い時間でしかなく、生きている活動というのは引き継がれていくも

ので、どうやって引き継ぐかという苦労する時間でしかないのだと思います。 

地域に対する評価の尺度が「都会性」から「地域文化の濃さ」へシフト 

中山 松尾さんたちの地域の活動の中で、浜というが常に中心的なものとなっています。

ナホトカの事故が契機になって広がりがあり、集落の人たちとも一緒に管理をしていこう

という動きが出てきました。町役場の人とも対立をしながらもその壁を超えていったとい

う話をしてもらいました。島さんもＵターンで戻ってきて、“こったら所”という認識だっ

たのが、スイッチが入れ替わる感覚があったという話がありましたが、それはどんなとこ

ろから気づいたのか、その辺をもう少し話してもらえますか。 

島 帰ってくる前の子供の頃の大間と、帰ってきた後の大間というのはたぶん同じだと思

います。同じものなのに見る私の心が変わったから、まったく違うものに思えたのだと思

います。これが本当の豊かなことだと思ったのは、生まれた時から貰い物生活をしていた

ことです。大間では朝起きれば玄関に魚が置いてあり、製材所の人はおが屑や端材を漁師

の人にあげているお礼に返ってくるのが魚です。漁師の人は朝が早いので私たちが寝てい

る時にその魚を持ってきて玄関に置いていったり、山菜を採るかぁちゃんとかは採るのが

好きで食べるのが好きじゃないので、採ってきたものを人に配給する。下北半島では貰い

物を毎日毎日食べて生きていけます。貰い物生活で自分が生きていたという昔の生活を忘

れて、すっかり都会にまみれて帰ってきましたが、貰い物生活は買ってくるものじゃない

ので食べ物と人間が結びついていることが面白いと思いました。実はこういうことが豊か

なことだというのかなと、ようやく気づきました。 

 あと、老人も死ぬのを忘れている人たちがいっぱいいます。そういうじじばばが周りに

いっぱいいます。都会ではそういう人たちとの接点はありませんが、大間に帰ってきたら

周りにそういう人たちがいっぱいいて、そういう人たちのキャラの濃さやパワーというの

がすごいと思いました。それを自分の中でどうモノサシが変わったかと考えてみると、都

会と田舎というモノサシだったのが、濃い・薄いになったのかなと思います。濃いという

のは土地固有のものや、固有の言葉だったり食べ物だったり人間だったりで、固有のもの

が残っているとそこに行くと濃いなという感じがあると思います。濃いところがカッコイ

イ。その反対の薄まっている、中途半端でどこだか分からないところがなんだかカッコ悪

いと感じました。濃い・薄いのモノサシにはめた時の大間の濃さといったらすごかったで

す。その濃い大間がカッコイイ、あんなにこったら所に生まれて嫌だと思って都会に行っ

たはずなのに、私はここに生まれてよかったなと自分の気持ちが変わり、モノサシが変わ

りました。そこがエネルギーに変わっていき、今の私になりました。 

中山 モノサシが変わった瞬間というのは松尾さんにもありましたか？ 

松尾 大阪で仕事をしている時に一度少しだけ戻ってきたことがあります。借金があり半

年漁師の経験をしました。二十歳くらいの時、大阪にいたときは結構な給料をもらってい
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ましたが、趣味などで結構使っていて、車を買ったりとかで借金があり、それを払うため

に漁師のバイトをしました。そのあとまた出ていき、なんとなく朝歯磨きをしていたら安

いアパートが揺れていて、歯磨きをしながら揺れるアパートでやっぱり海のそばがいいな

と思って、それで帰ろうと思って帰ってきました。そんなふうにぼけーっとしていて、特

に何かがしたくて帰ってきたとかではありません。今でも私は漁師が好きなわけではなく、

ただ海のそばにいること、海で暮らすことが好きで、その中のひとつに漁師というものが

あるという感じです。そのあとは、帰ってきてそのような活動をしたり、鳴き砂の音響解

析で何ヘルツのどんな和音が出ているかというのを計測したりしました。その後は２年前

に事務所が火事になり隣の一軒も焼けたのですが、何もかもなくなる、昨日まであったも

のが自分の着ている服以外何もないという経験をしました。それは自分のところから火が

出たので、罵倒もされましたが助けてくれる人もいて、人の優しさに触れた時でもあり、

見方が変わることになりました。世界はすごいなぁというか、世の中って楽しいと思いま

した。 

ＪＲ三角線のＰＲ－宇土天草半島・古森氏 

中山 このお二人の戻られた話で、海が好き、濃い魅力があるという話がありました。昔

は地域が発展して追いついていこうというベクトルでやらなければいけなかったが、お二

人の話を聞くと目指す地域の姿はだいぶ様変わりしてきていると感じました。古森さんは

熊本県で行政の立場で関わられてきましたが、お二人の話に一致する部分や、熊本天草の

動きを紹介してもらえますか。 

古森 熊本で地域振興に携わっています古森です。今の話をうなずきながら聞いていまし

た。熊本県というのは、名前だけは知っていると思いますが、細川護煕知事の時代から日

本一づくり運動ということで、地域づくりが活発でした。２０年以上の時間がたち市町村

合併があり、合併により絆が薄れたとか、なんとなく面倒になったとかで、元気になって

いる地域とそうではない地域で二極化しました。 

私が３月までいた出先では宇土天草半島の宇土半島側で地域づくりの仕事をしていまし

た。そこも同じ状況でした。ここには何もないよね、というのはどこでも言われることで

す。私は宇土半島の宇城市が私の出身地ですが、いいとこ一杯あり、歴史文化もあって食

べ物を美味しいのにと思い、じゃあ私たちが何が出来るかと考えて目をつけた財産が JR 三

角線でした。 

 ＪＲが民営化した時に大半のローカル線は三セクや廃止にされました。その中で三角線

はＪＲのまま残りました。実は１００年以上の歴史があり、たった２５．６キロしかなく

駅も９つしかありません。宇土駅をスタートして、海側を通り山を越えて三角に着きます。

そこからは船があって天草に通じるというとても短いのに魅力的な路線です。地元の人は、

高校生の通学路として絶対保存しなければいけないと言う一方で、隣には国道５７号線と

いう片側一車線の国道があり、これが邪魔だから早く廃止しないかなという、２つの声が

あるような路線です。 

 ただ、私たちから見るととても魅力的です。この魅力的な線をどうすればいいかなとい
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うことで考え、三角線とその先に繋がる天草をみんなに知ってもらおうということで、私

たち県の宇城振興局の職員で熊本の宇城天草の駅歩き島歩きという冊子を作りました。三

角線の９つの駅をそれぞれ紹介しそこを歩いたら何があるか、意外といいものがあるよ、

美味しいものがあるよ、という冊子を作ることにしまた。その時のネタ集めでどこに行け

ばいいかなというので、ＪＲ九州に聞きに行きました。ところが２５．６キロしかないよ

うなローカル線なので、ＪＲにも何もありません。そんなパンフレットは作ったことがあ

りませんと言われ、じゃあ仕方ないということで、職員が足でかせいで地図入りの三角線

そのものの紹介と、それぞれの駅を降りたらどんないいところがあるか、そういうパンフ

レットを作りました。そしてさらに三角駅を降りたその先の天草にもこんないいところが

あるというパンフレットを作りました。これを発表したらこんなの見たことがないとすご

く好評で、２万部を刷りましたが数ヶ月で全部捌けてしまいました。 

 ということは意外に魅力があるんじゃないか、ということで次に仕掛けたことは、今流

行りの鉄男や鉄子にＰＲしてみようということで、県の東京事務所からいろいろ仕掛けて

もらって、朝日新聞出版の男の隠れ家という雑誌が特集を組んでくれることになりました。

東京からライターとカメラマンが来てくれ、６ページの記事を組んでくれました。これは

面白い、だったらもうちょっとやればもっと興味を持ってくれるかもと思い、次に写真の

公募を掛けて、このようなフォトブックを作りました。これも非常に好評でした。そんな

ことをしていると、平成２２年の元日に地元の熊日新聞に一面のトップにＪＲ三角線観光

列車導入という記事がでました。えっと思い、ＪＲ九州の熊本支社に話をしに行った時に

相手にしてくれなかったのが、あれあれなんだろうと思いガセネタかなっと思っていると、

数ヶ月してどうも本当のことだという噂が流れてきて、昨年の秋ごろには新幹線開業後の

この秋に三角線に観光列車を走らせますとＪＲ九州の社長が発表をしました。 

 これはやったということで、それから次に地元の人に三角線を含め宇土半島を歩いても

らおうということで、今年の３月にミニツアーをやることにしました。三角線を辿って三

角駅を降り、そこからクルーズ船に乗り船で宇土半島を海側から見て、網田という県内

古の木造駅舎のある駅を辿って帰ってもらうというミニツアーをやってみました。定員４

０名で、定員が埋まらず採算が取れないかもと心配をしていましたが、たった１日で定員

が埋まり催行しました。分かる人は分かってくれるのだということで、この動きを続けて

いかなければいけないと思い、今年の１０月８日からＡ列車で行こうという列車をスター

トさせました。これは振興局でタイアップして作ったパンフレットです。ＪＲ九州で作っ

たものではありません。これに合わせておみやげやお弁当を紹介するパンフレットを県と

地元の市で作りました。 

 地元のこういうパワーが出るまでの火付け役、応援することが県や地元振興局の役割だ

と思い、この２年ほど関わって来ました。その中で火が着く人と着かない人は当然います

が、火が着いた人はしっかり応援していくというのが私たち行政の役割だと思いました。 

中山 どんな火が起きてきましたか？ 

古森 まだ大きなものとまではいきませんが、ＪＲ三角線て面白いよね、網田駅って面白
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いよね、という感じを持つ人が増えましたし、この機会にお土産だとかお弁当とかで何か

をしなければいけないという気持ちになってくれる人がちょっとでも増えれば私は成功だ

と思っています。その先を動かすのはそれぞれのエネルギーだと思います。 

下北流のおもてなし－ほっかむり行商隊が乗り込むリゾート列車 

中山 ＪＲ三角線の話が出ましたが、下北でもＪＲの新幹線が青森まで伸びました。そち

らではまったく別の売り方というのをしましたが、紹介してもらえますか。 

島 下北は新幹線が新青森まで開業しても、自分たちはあまり便利にはならないし、お客

さんが下北半島に来るのかなぁという感じで、開業に対しての体温は低かったです。新幹

線開業の時に、いろいろなお迎えをするイベントが企画されましたが、新青森とか七戸十

和田とか新しい駅が出来たのでものすごいイベントを計画していました。いろいろな人た

ちがそれに加わりお祭り騒ぎだったんですが、私たちが下北にお客さんを迎える心意気と

して何もやらなくてもいいのかと、問題意識を持ちました。新青森からリゾートあすなろ

というリゾート列車が走ることになっていたので、その列車で来るお客さんを下北にいる

私達が下北で歓迎しないと駄目なんじゃないか、という問題意識を持ちました。先ほど紹

介した下北半島で手をつなぎあった頭のおかしい人たちが、ぷらっと下北というグループ

で活動していました。そのぷらっと下北が自分たちなりのおもてなしとは何かと考えまし

た。下北半島というのは一年を通して、「ほっかむらー人口」が大きいところです。青森県

全体でもほっかむらーは多いんですが、その中でもとりわけ下北は密度が高いところです。

なので、これは冬の下北半島の目印だということで、自分たちがほっかむりをして、弁当

を売る時の箱を持ってそれに特産品を乗っけて売り歩いたり、振る舞いの汁物を振舞った

りとかをしました。そうしたらその時のＪＲとぷらっと下北とのつながりで、ほっかむり

行商隊が下北らしくてすごくいいとなり、リゾートあすなろの列車の中にほっかむり行商

が急に乗り込んで車内でお土産品を売り歩くということが日常化するところに今きていま

す。 

与えられる価値から自分たちで作る価値へ 

中山 火の着いた人たちが何をやらかすのか話を聞いてもらいました。ＪＲに交渉しても

物販には制約があってすぐには出来ないのですが、この町おこしゲリラが週末になると列

車に乗り込んできて地元の産物を売るということころまでいける、そのような柔軟な地域

づくりの世界というのが出来てきています。 

目指す地域の活性化の姿というのはどこにあるのだろうかということが事務局の議論で

出てきています。どんな取り組みをしているのかを今話してもらいましたが、一度整理を

するという意味で、今どんなベクトルで地域に関わっている人たちが動きつつあるのか、

澁澤さんから話してもらおうと思います。澁澤さんが各地で見ていて、プレーヤーが違っ

たり、目指しているゴールが違っていたり、進め方が違っていたり、どうも前とは違って

きていることや強い流れになっているなと思うことを話してもらえますか。 

澁澤 みなさんのテンションがあまりに高くて頭がぼーっとしていて、求められている論

理的な話が出来るかどうかわかりませんが、ひとつ面白い劇的な情景だなと思ったことを
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話したいと思います。 

 私は豊田の中山間地に入って定住化の手伝いをしています。国の統計では全国の大学生

の約２０％が地域に住みたいと思っています。何が何でも絶対に住みたいというのが８％、

出来れば住みたいというのを合計すると全部で２０％を少し超えるくらいです。それだけ

の人たちが地域に入りたいと思っているのに、なぜ地域が過疎なのかという話になり、そ

れをどう繋げるかというのを手伝っています。 

特に私が入っている地域というのは、トヨタ自動車が大きくなることによって周辺地域

から猛烈に人を集めたため、日本一急激に過疎が進んだ地域です。そこに何人かの若者が

定住化したいと言っています。入っていく若者たちが、どういう思いで入っていったのか

を村の人たちで聞こうということで、村の顔役の区長さんたちを集めて聞きました。する

と区長ら村側から出てくる話は、この田舎によく来た、この田舎にあと何と何と何があれ

ばもっとたくさんの人たちが来てくれるのかなぁ、君たちはどう思うという質問です。入

っていった若者たちは全員が、何もないから自分たちは来たのだと言います。都会とはお

金があれば楽しいところです。全部をお金に換算しないと生きていけません。生活は全部

買ってつくります。しかし地域に入ると、そこで自分たちで生活をつくることをします。

食べ物も自分で作らなければいけない。けど作れなければ、隣の人たちが自分たちの前に

野菜を置いていってくれる。魚が置いてある、どぶろくが置いてあるという世界がある。

ぷらぷらしていると役場の人たちが来て、草刈りでもすると日当１万円になるぞという話

があったり、冬は雪かきをやったりということで、年間に１０万円くらいの仕事が１５回

くらいあって、年収１５０万円くらいになる。そうすると、それをどう自分なりにデザイ

ンしながら自分の生活を作っていくか。それがめちゃめちゃ面白いのだという話を、若者

がしてくれます。 

 今の３人の話もみな同じで、今までは都会の人たちたくさん来てください、お金をたく

さん落としてください、そうしないと都会に追いつけませんという話でしたが、そうでは

なくて自分たちの地域のあるところで自分たちの価値観を作っていこうという話でした。

さきほど地域通貨の話が少し出ましたが、地域で価値を決めてしまおうということをやっ

ています。例えば、食でいうとお米の値段を地域で決めてしまう。今はお米の原価は一俵

６０キロが１万７千円です。それが農家の生産原価です。農協の引取り価格は全国平均で

いうと１万３千円くらいです。お米を作ると赤字になります。それでは農家が育たないか

らということで、地域内では一俵２万５千円に決めましょうという地域がで始めました。

それからエネルギーでは、自分たちは石油を買っているが勿体無くて仕方ない、お金が出

ていくだけだということで、地域の山に行けば木がたくさんあるので、薪ビジネスを若者

たちが始めて薪の流通価格、戸口までもっていく運搬価格を地域で決めてしまおうという

ことでトン６千円とかと決めて、そこから小さいビジネスが出て行きました。価格も決め

る、物の流れも決める。全部オーダーメイドで自分たちの地域を作っていく。それはつい

この間までは全部行政にお願いをしてきたことです。行政も含めてこの地域内、振興局管

内で自分たちの生活をデザインしていく。デザインしていくには、自分たちだけでは出来
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ないから民間の力も借りて、全部を自分たちで作っていく。食べ物にしても、薪などのエ

ネルギーにしても、お互いのケアにしても、重くてかさばる物だったり、人と人との顔が

見えないと流通しない商品なので、嫌でも人間関係が出来上がる。スイッチをいれればど

こからか分からいけど電気が来る、蛇口をひねるとどこからか分からいけど水が来るとい

う生活ではなく、全部フェイストゥフェイスの中で物が流れていき、その価格を自分たち

で決めていくという地域が出始めてきました。地域づくりというのは、そういうことで自

分たちで決められるんだと分かった地域が、なんとなく共通の夢を持ち、自分たちの地域

がちょっとずつ良くなっていると感じることができるようになった。三角線なんて価値の

ない田舎の電車だと思っていたのが、みんなの方が価値があると思っているから、それに

乗っかっていくとみんなが夢を持てるようになった。ある人はそこで金儲けをしようと思

っているかもしれないし、ある人は自分の子供が通学するのに便利だと思っているかもし

れない、ある人は地域の誇りだと思っているかもしれない。理由は全部違っていてもいい

ので、三角線という夢を見せる。そういう共通の夢を見せていくと、自分たちの地域と自

分たちの暮らしをデザインできるのだというところが、ずいぶんと出ていきた。そういう

ことを私は何となく感じています。 

次の世代を見据えた地域の中の後継者育成・次世代育成について 

中山 デザインしていく、そこで決めていくということは、一人ひとりが自分を持ってこ

れだと選ぶことであり、そんな人が増えてきつつある。そんな人がたくさん集まって共通

の夢やビジョンを持てって動き出す。そんな動きが半島に限らず地方、地域で出てきてい

るんだという話を頂きました。 

地域が散り散りになって動き始めたのだとすると、自立の 初というのは、個人が自分

の夢や希望を実現したいことに向かって一歩を踏み出していくところだと思いますが、二

人は既にやり遂げたというか、やり始めてからのキャリアが長いですけど、後に続く世代

というのは 近の地元では出てきていますか？ お爺さんと子供をつなぐという３つの世

代がありますが、手に届く先輩として下を見た時にひとつ下の若い世代というのはどうな

のでしょうか。 

松尾 私は地域ではリーダーもやっていますが、私が喋れても出来ても意味がないので、

それを引き継いでもらうために、２０代の人たちにツアーリーダーとして動いてもらって

います。難しいのは、講習をやると、ここまで喋れないと自信がないと言います。これと

これとこれがあって、お客さんが来た時に、これだけ喋れないと自信がないと言います。

どんどんと資料が分厚くなっていくんですが、そんなものはいらなくて、「私は草のことは

全然分からないけど、そこに生えている草のことやキノコのことなら分かるよ」でいいん

だよと言います。もし、そっちの事を聞きたかったら、また次の時に来て、「この人を紹介

するから」でいいんだよと言うのですが、どんどんと頭でっかちになっていくと、どんど

んと大変になっていきます。彼女たちがプログラムツアーを作って、実際に今年の夏に専

門学校生を受け入れて、地域にある１０軒ほどの宿に泊ってもらうことを始めました。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とかにバトンタ



12 
 

ッチをしていっています。 

中山 まだ顕在化していないところを掘り起こしていく感じですか？ 

松尾 私のところでも網野町という小さな町が市町村合併で京丹後市という市になり、い

ろいろ言う人がいましたが、変だと思いました。私が住んでいるここはあなたの町のもの

になり、あなたの町のものは私の町のものになったと思えばいいじゃないと思います。町

がどんどんと大きくなり、自分の町が大きくなるぞと思えばいい。丹後半島では私のとこ

ろは網野という西側の町になりますが、反対側にはドラマのええにょぼで出ていた伊根の

舟屋や、天橋立だとか引揚記念館や岸壁の母のある舞鶴までが丹後のエリアになります。

丹後と表現をする時にみんな自分のものですよ、みんなで一緒にやりましょうよというの

を少しずつやり始めました。 

中山 人を口説いていく時の口説き文句、ツボみたいなものがあるのですか？ 

松尾 頭悪いやつは考えない、ないネタは借りてくる。漁師を自分のところで動かした時

は、製本をしたりＣＤを出したりしたんですが、ないネタは借りてくるので、いろんなも

のを公募しました。公募をしてくれた人に網野町漁協のどこどことハガキや封書に書いて

もらいました。自分たちの出荷物がスーパーに並んだ時に、知らない漁協の名前と自分の

漁協の名前の書いたパッケージがあれば、どっちを買ってくれると思う？と説明しました。

ないネタは人が教えてくれるので借りましょうと言いました。 

中山 漁師ならではの戦略的キャッチアンドリリースだと思います。 

島 若い世代へのアプローチということで、まず私たちが町おこしゲリラ活動を始めた１

年目から３～４年目くらいの時には、自分たちがなんとなく若い人も巻き込まなければと

思ってしまい、高校からＴシャツのデザインを考えるから若い子を集めてくれませんかと、

こちらから学校に言っていました。その時のことを思い返すと、私たちが行政に無理やり

集められてこれをやれと言われるのとまったく同じで、高校生たちもやらされ感がありま

した。集まってくれた子たちもいるんですが、どこかやらされ感で私たちに付き合ってく

れていたと思います。それから何年かたち、１０年くらい活動を続けてきてその都度、自

分たちなりに一生懸命に発信をしていました。自分たちのアホをどうにかして若い子たち

に見て欲しいということで、発信を続けていて敢えて学校にどうのこうのということはし

ていませんでした。去年、大間高校の方からある女子がゲリラの仲間に入りたいと言い出

して、その女子がもう一人に声をかけて非公式ゲリラ部というのは大間高校に出来ました。

その子がものすごく食らいついてきて、一緒にゲリラ活動をやって、経済産業省のアント

レプレナーコンテストみたいなのに自分の事業プランを出したりするくらいにものすごか

ったです。そして今年度その下の子たちが、二人だったゲリラ部が１０人以上に勢力を拡

大して一緒にやりたいと言ってきて、夏休み中に旗振りウェルカムを大間高校の生徒たち

と一緒にやりました。その子たちが自分たちで考えた食べ歩きのメニューを作って、販売

することをしました。シャーボーという、サメのシャーですが、サメを串焼きにして出す

という思いもしないメニューを自分たちで考えたりしていました。若い子と一緒にゲリラ

活動をする中で、私も歳をとったなぁと愕然とさせられたことがありました。旗振りをす



13 
 

る時にフェリーが入ってくる場所で旗振りをするバージョンと、埠頭を２～３００メート

ルも走って赤灯台の先っぽで旗振りをするバージョンとの２つあります。赤灯台の方が過

酷で、若い頃は自分もすごい勢いで走って振っていたはずなんですが、もう走れなくてそ

こに行かなくなっていました。過酷だからさ高校生たち赤灯台まで行かなくていいって私

が言うと、高校生が何でですかって言ってきて、行きたいって言われ、行ってきせと送り

出したんですが、行かなくていいと言った自分がもう歳をとったなと思いました。若い子

たちにゲリラ活動のＤＮＡを注入していくことが大事だなと思いました。 

中山 高校生のみなさんと繋がりだしたということでした。 

松尾 都会と田舎という話がいつも出てますが、私自身の中にはそのような感覚はあまり

ありません。人口密度が多い少ないとか、畑が多い少ないとか、そういう感覚あっても、

特に都会とか田舎という感覚はありません。私はどこにでも順応するタイプなのでどこに

暮らすとかはいい加減なのですが、子どもたちが親からここは田舎だから仕事がないよ、

と多く言われて大きくなりすぎていると思います。それを砕かないといけないので、子た

ちと半島の地域を回り、商品を発掘したり、おじさんやおばちゃんを発掘するということ

や、これが美味しいというものを見つけてこようということを、２年くらい前から国交省

の別の事業でやっています。その中で、塩を作っている業者が君たちの好きなようにパッ

ケージを作っていいよと言ってくれて、それで今３種類くらいのパッケージができて経費

が掛かって申し訳ないなと思っているんですが、その塩で“マイ塩”というポケッタブル

な塩があります。ポケットに入れて外食先に持って行って食べて下さいという塩で、海水

を煮詰めてにがりだけを取ったという塩です。 

中山 仕事は作れるもの、考えればあるんだということを、ふたりは切り開いてきて手応

えを感じているのだと思いますが、都会に住んでいる人も田舎に住んでいる人でもその辺

のリアリティがないのだと思います。ドイツのミュンヘンに、「ミニミュンヘン」という社

会プログラムがあります。お父さんお母さんが共働きでバカンスに連れていけない子供た

ちに、職業についてや町づくりについて学んでもらうための都市型のプログラムです。そ

れに似たプログラムを下北ではやっています。「わらしランド」という名前をつけています。

これは標準語に直すと、子供の国ということになるんでしょうか。わらしランドでは、地

元の大人たちが、子供に対してお店を運営するだとか仕事をするとか、そんな活動をして

います。ちなみに、島さんはこう見えても青森県の教育委員をされていて、教育は詳しい

ということで、少しわらしランドの紹介をしてもらえますか。 

島 東京のキッザニア的なことを下北というフィールドを活かした、あそこまで大規模な

ものではないのですが、プログラムです。わらしランドの会場の中だけで使える通貨を持

っていろいろなお店で買い物をしたり遊んだりとかできて、お金がなくなるとアルバイト

もできます。働いて自分でお金を作ってまた遊ぶこともできる一日限りのプログラムです。

東京ディズニーランドに対抗して、下北わらしランドという名前をつけてやっています。 

中山 ぷらっと下北というのは、わらしランドに関わっているお母さんたちのネットワー

クがベースになっていて、そこにお父さんたちが巻き込まれる形になっています。頭の変
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な人たちの中に、下北交通の常務の人がなぜ入っているかというと、わらしランドに子供

を親が送っていくわけにもいかないので、地元のバス会社がボランティアで格安でバスを

出してくれていて、その日１日だけ下北じゅうの子供たちをバスに乗せて会場に集めてく

れます。今までは、会社別の組織割りだったものが、子供のためにという切り口から新し

い動きが出てきています。そんなことも 近の地域づくりのトレンドかなと感じています。 

 そろそろ終わりの時間も近づいてきました。古森さんに行政の立場ということで聞きた

いのですが、立場を越えて入っていくということでは、行政の方も県庁だとか、町役場だ

とか言う前にそこに暮らす人であり、そこで一緒に生きていく人だということを問われる

のかなと思うのですが、若い職員の人たちに地域に出ていく時にこんな事をしたらいいと

か、こんな事をしなさいとか、先輩として指導やアドバイスはありますか？ 

古森 うちの職員には別に指導もアドバイスもしていません。わたしも２０年以上地域づ

くりに関わってきて、私が関心があることそれだけをずっと追いかけてきました。職員が

感じるものはみんな違います。直接仕事に関係なくてもいいので、関心があることだけを

追いかけていって欲しいと思います。人によっては食べ物が一番関心があるでしょうし、

特に女性職員なら食べ物が好きですから、それなら食べ物をとことん追いかけます。素材

を追いかけて、加工術を追いかけて、加工されたものを追いかけて、それをどう PR したら

いいか、PR にはどんなパッケージがいいか、売りだすにはどうマスコミに出したらいいの

か、ずーっとストーリーはつながります。男性職員は違っていて、働く人とかつきあい方

とか、そちらから追いかけていきます。鉄道が好きなら鉄道を追いかけて、鉄道のマニア

と付き合って行きます。それぞれみな違います。ただ、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いう話をしています。それが私の今までの生き方でもあ

ります。 

中山 古森さんがずっと関心があったのは何ですか？ 

古森 私は人と付き合うことです。人と会話をすることを追いかけてきました。その時に

いろいろな仕事がありました。 

中山 ひとつのことにこだわってずっと進めていくというのは、何であれ必要なことなん

だと感じることです。 

 自立に向けて地域はこれから舵を切っていかなければいけませんが、地域づくりや地域

と関わっていく時に、自覚的にやらなければいけないことは何なのか、メッセージがあり

ますか。 

地域づくりに携わる人へのメッセージ 

松尾 実体経済と実体経済でないもの。物々交換に替わって貨幣というものが生まれまし

た。今私たちの通常の暮らしは食べて糞をして寝るというのは実体経済ですが、本来それ

を支えるための金融システムというのが為替であったり、互助のシステムが保険であった

りしたはずです。それだけでは世界が回らなくなって、あの人はこういうことが起きると

こういうものが欲しくなり買うかもしれないよ、という金融商品というのが今の世界を回

しているお金になっています。私たちがご飯を食べるということには本来関係のないこと
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に給料が関係しています。しかし、暮したり、ものを作ったりという時に実体経済に則し

ていて、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、という形になるように気をつけています。 

島 私たちのＴシャツや商品が売れてお金が入ってくると、地域の中で途端にやっかむ人

が出てきます。お金は人を悪くするんだなという感じがあります。とにかく地域の中で、

びんびんになるように、自分だけの欲じゃなく地域の中のびんびんを常に考えて物事をや

ってくようにするのが大事だと思います。三方良しというのもありますし、もしかしたら

私たちの地域づくりの中では三方ではなくて、四方や五方良しみたいなのを一生懸命やっ

ていかないといけないのかなと思っているところです。 

古森 私は行政の立場で地域づくりに関わってきましたので、気をつけてずっと自分に言

ってきた言葉はありがちですが、行政は表と裏があります。それだけはしないようにしよ

うと思ってきました。地域づくり団体の人や民間の人と仕事や私的なことでお付き合いが

ありますが、嘘をつかないようにしよう、裏切らないようにしようと思いました。それが

行政に一番民間から求められていることだと思いました。 

中山 裏切らなければいけなかったことはありましたか？ 

古森 今までの中でなかったとは言いません。ただ、その後に時期を見計らって謝りに行

っていました。 

松尾 大概の場合、地方の担当職員の人も都道府県の職員の人も国の担当の人も実直で一

生懸命にやってくれていると思います。ほぼじゃなくて、本当に熱意をもってやってくれ

ています。 

中山 確かにそうです。みなさん、よきパートナーとして活躍してくれています。下北の

あおぞら組のところで売っているのは県庁の職員の人です。そういう実直な人もいます。

後になりますが、澁澤さんにまとめてもらいたいと思います。温かいお金が重要だとい

う話があり、固有の地域づくり、半島の世界がこれからのフロンティアだという話があり

ましたが、今日のいろいろな話を聞いて、次の半島の可能性についてお話をいただけます

か。 

自分たちの手で小さな雇用と価値観をつくる－半島モデルの提案を 

澁澤 半島は今の日本の２０年先、３０年先を行っている状態です。つまり、これから間

違いなく社会は人口は減っていき、高齢化していきます。その 前線にいるのが半島です。

なにもやらないとなくなっていく集落があるということです。今のまま、今日の続きが明

日だと思うと、なくなっていく集落が必ずあります。自分たちの村は永遠とは続かないと

いうのが大前提としてあります。その中で、みなさんがやってこられたように、どう一歩

を踏み出すか。その一歩が今日来ている人たちのように、こんなバカ者がいないと世の中

が変わらないのかと思われると、とても大変な話になります。例えば人口でいうと１,００

０人から１,５００人くらいの集落に、１年間に一組ずつ若い夫婦が入って出生比率が１．

５だとすると、確実に小学校は維持できるようになります。そのくらいです。一組ずつの

夫婦を迎えにいけるくらいの村の中のイベントや小さな事業、さっきの草刈りを公募しよ
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うという話でもいいので、せっかくなのでそれを自分たちでつくりだしていくこと、それ

が地域づくりという話につながっていきます。それによって初めて活性化が起きます。 

 私が十数年関わってきた山の中の地域では、合併して５万３千人くらいの町になったと

ころですが、１０年間ガソリン代や重油代がもったいないので、薪やチップや製材所のゴ

ミで熱源を確保しようということをやってきました。昨年は１１．３％のエネルギー自給

率になりました。１１．３％というのは金額でいくらかというと、重油でリットル７０円

で換算して１０億円です。１０億円の観光客を外から連れてきて利益を落とさせるという

も大変なことです。地域内でガソリンや重油を使うと金が外に出ていきます。 

 あとは教育費です。地域内で大学ができれば、子供達を地域で育てることができる。大

学というのは今までのように、高度成長を支える人を育てるのではなくて、地域の中で自

分で生命力を持って生きていく力を持った人たちを育てる。若い人もそれを望んでいるか

もしれない。地域に行けば、為替が上がろうが下がろうが関係ないし、株価があがろうが

下がろうが関係ない。仮に年金が破綻しても集落の中で支えあっていくことができる。そ

の中で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その中で育てていけば、

お金を出さないという選択はたくさんあると思います。その中で新しい雇用が地域内で生

まれてくるし、産業が生まれてくるし、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のだと思います。このへんの都市もどんどん

と過疎化をしていく。団地も過疎化していき、コミュニティもどんどんと壊れていく。そ

の時に半島がモデルになり、新しい提案ができるようになればいいなと感じています。 

中山 先人の残した復興計画の話が 初にありました。まずみんなで分かち合って、地域

で一緒に考えていく。土地で暮らしていけるよう子供たちに教育をしていくことを大きな

柱として、昭和８年に考えられました。その頃の話へと繋がっていくが、これからこの世

界で起きる気がします。半島から何が学べるのかということで、このあともセッションは

続きますが、このセッションはここまでにしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


