
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山内 ＮＰＯ法人ＥＴＩＣ及び南三陸まちづくり

未来、南三陸町観光協会に所属している山内と申

します。 

 ちょっとややこしいのですが、私は震災後、2011

年からＮＰＯ法人ＥＴＩＣにて東北に人材を送る

というプロジェクト（右腕プロジェクト）に従事し

ており、南三陸町を担当しています。今日も元右腕

の方がお二人いらっしゃいますが、そういった活

動の中で御縁をいただき、今は南三陸町でまちづ

くりの仕事に幾つか従事させていただいています。

今日はいろいろな立場を織りまぜながら進行して

いきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 会場の方は想像するにこちらのパンフレットを

御覧いただいてお越しになったと思います。震災

後に移住されたこちらの方々は、がっつり移住し

て、がっつり活動している５人なのですが、どうい

う価値観で、どういう考え方で移住して頑張って

いるのかなという実像をしっかり見て、いろんな

ヒントにされたいのかなという気がします。その

辺にフォーカスを当てて今日は進めていければと

思います。 

 まずは自己紹介ということで、簡単に「御出身」

と「移住したきっかけ」、「今やっていること」、

その３点をご紹介お願いします。 

 

渡邊 皆さん、こんにちは。宮城県石巻市に住んで

います合同会社巻組の渡邊と申します。 

 私が石巻市に入ったのは2011年５月でした。当

時大学院の２年生で、これから就職しようかどう

かと考えているところだったのですが、震災があ

り、学生として石巻の復興に関わっているうちに、

はや４年、もうすぐ５年となります。 

 私は埼玉県出身で、震災当日は新宿のビル街に

いました。いわゆる帰宅難民になり、５時間ぐらい

歩いて帰ったのを覚えています。 

 私が対応している課題は、震災後１年、２年と支

援が長引いていく中で、被災者の方々の住宅はも

ちろんないのですが、それ以上に石巻では１年間

で延べ28万人のボランティアが来て、彼らに向け

た賃貸物件や移住者向けの住宅が不足しています。
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そのため、地元のネットワークを生かして不動産

のマッチングや、商店街にシェアハウスを建てた

りということをしています。活動を始めて３年間

で情報提供をした不動産が19件になり、30名の移

住者の方々が利用してくださいました。 

 パネル（会場に掲示）のほうにも御紹介していま

すが、２軒のシェアハウスの運営をしており、そこ

で移住者の方々のコミュニティづくりや、地元に

根づけるようなキャリアのマッチングということ

を始めています。震災から５年になり、これから移

住促進をどうしようかというフェーズになってい

ると思いますので、これからも皆さんのお力を借

りながら広げていきたいと思っています。よろし

くお願いします。 

 

髙橋 皆さん、こんにちは。南三陸町より参りまし

た髙橋と申します。よろしくお願いいします。 

 私は東京都府中市出身で、３年半前の2012年10

月に南三陸町で活動を始めました。現在は観光協

会に所属しており、教育旅行や民泊を担当してい

ます。 

 震災当時は大阪で個人設計事務所に勤めて建築

の仕事をしていました。その当時、建築で多くのエ

ネルギーを使ってどんどん新しい建物を建ててい

くという、新築住宅をメインにやっていたのです

が、そこに多くのエネルギーを使うことに少し違

和感を覚え、建築に対する自分の考えが今までと

は違う考えになってきていました。また、実際に

2011年８月に南三陸町ではないのですが、被災地

にボランティアで入ったのをきっかけに、現場と

メディアのギャップというものを感じて、こうい

うところに自分が来て、できることを探していっ

たり、もうちょっとソフト的にまちづくりに携わ

っていきたいなという思いから、被災地に来て活

動することを考えました。 

 いろいろ探していたときに、山内亮太さんとお

会いして、本当は亮太さんが所属しているＥＴＩ

Ｃさんのプロジェクトに行けばよかったのです

が・・・。すごく人がいいのか、「ナカムラ（当時

の旧姓）さんは、こっちのほうがいいんじゃない」

みたいな感じで紹介されたのが現在の観光協会に

なります。そこから、紹介してもらったその翌週ぐ

らいにはそのプロジェクトリーダーの方と会って、

あとはインスピレーションで、この方と仕事した

い、ここで仕事をしたいということで現在に至り

ます。 

 当初は１年で帰る予定だったのですが、本当に

地域の方に受け入れてもらって、すごく自分自身

が居心地のいいまちなので、一生とまではまだ言

えないですけど、まだまだ南三陸町で活動してい

きたいと思っています。 

 今日はそこでブースを出しているのですが、こ

の春からは協会の仕事とは少し離れて、自分の耕

作放棄地を使った藍染めの藍畑をつくっていった

り、空き家を借りて改修工事をしながら、人が集ま

れるような場所をつくっていく事業を本格的に始

めていきたいと思っています。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

山内 ありがとうございます。ちょっと補足する

と、渡邊さんも御自身で起業されて、巻組という組

織をつくって今やっていらっしゃる。（髙橋）未來

ちゃんの場合はこれから起業していくということ

で、もう目前ですけれども、今計画しているという

ことですね。 

 

島本 こんにちは。今日は石巻市から来ました、漁

師団体FISHERMAN JAPANの島本と申します。 

 私は千葉県出身で、「木更津キャッツアイ」とい

うドラマは分かりますか？あの舞台の木更津市の

下の、だいぶ田舎感満載なまちで生まれ育ちまし

た。震災当時は舞浜のホテルで働いていました。そ

こが震災にで休業になってしまったので、２週間

だけと思い、石巻にボランティアに行きました。 

 ２週間のつもりだったのですが、自分の目で見

て、このままここを離れるのはいいのかなという

疑問が強くなって、そこでボランティアを半年間

しました。その半年というのはテントでの生活だ

ったのですが・・・。その後、環境、状況も変わり

まして、その中で経済的な支援もしていこうとい

う（当時所属していた）団体の動きの中で、ネット

ショップを通して石巻の特産物を売っていこうと

いう事業に関わるようになりました。そこで２年

半ほどそれまで全く経験がなかったのですが、ネ

ットショップを通して人とコミュニケーションを

とりながら少しずつ知識を増やしながら石巻の特

産物を販売するストアを運営しました。 

 ３人で運営していたのですが、３人分の人件費

を賄えるようになった段階で、私がネットショッ

プをここで続ける気持ちがそんなに強くないなと

思い、石巻を離れようかなと思っていました。そん

なとき、そのネットショップを運営する中で関わ

りの強かった漁師さんたちが、復興よりも、その先

の未来に続く産業になるようにいろいろな活動を
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していこうという団体を立ち上げるので、そこで

事務局をやらないかと声をかけてもらいました。

全くゼロの段階から、最初は任意団体のつもりだ

ったのですが、いろいろ話をしているうちに、一般

社団法人としてやっていこうということになりま

した。今は宮城県内で北は南三陸町から南は塩釜

市まで、14人の若手の漁師がチームを組んで、漁師

だけではなく魚屋も一緒にメンバーに加わりなが

ら活動をしています。大きくは、担い手の事業と、

地域の産品を全国、そして海外に売っていこうと

いう商社的な機能と二つを柱として活動をしてお

り、私自身は担い手の事業に関わっています。 

 そのため、移住というより仕事自体で、その働き

をきっかけに石巻、三陸に来る人を増やそうとい

うほうに自分自身も動きが今変わってきていると

いう状況です。本日はいつも活動の中で関わりの

ある皆さんとの座談会なので、知っていることも

ありながら、裏話も出るんじゃないかなと思い、楽

しみにしています。よろしくお願いします。 

 

山内 移住者であり、これから移住を仕掛けてい

く立場でもあるということですね。 

 

加藤 皆さん、こんにちは。加藤拓馬といいます。 

 僕は兵庫県の姫路市出身です。震災があって、

2011年３月の翌月の４月に気仙沼市の唐桑半島と

いうところに入りました。気づけばもうすぐ５年

になっているということで、ずっとそのまま気仙

沼の唐桑に住んでいる者です。 

 大学では東京にいたのですが、ちょうど震災の

あった11年３月が大学の卒業できでした。既に内

定をいただいていたのですが、震災があったとい

うことで、会社の社長に３月30日に「すみません、

やはり僕、東北行きます」と言ったら、すごく怒ら

れまして、ふざけんなと言って怒鳴られたのです

が、「すみません、それでも行ってきます」と言っ

て入ったのが、たまたま唐桑でした。特に僕は、皆

さんのように社会人経験があるというわけではな

く、特に何のスキルもないまま、ひたすらがれき撤

去をやりながら、地元の人と酒を飲みながら・・・

という感じです。 

 移住というわけではなく、最初は地元の人から、

「これをしてくれてありがとう、何々してくれて

ありがとう」と言ってもらい、それがだんだん「こ

れからは一緒にやっていこうぜ」というふうに地

元の人の反応が変わっていきました。それを見て、

これはすごくおもしろいなと、ここで僕は何か中

長期的にできるのではないかと考え、そこでの活

動を続けることにしました。 

 東京に当時彼女を置いてきたのですが、彼女か

らしたら、数カ月と言っていたのにいつまでたっ

ても帰ってこないわけですね。で、ついに彼女も諦

めて、一昨年、気仙沼に来て、今は結婚して唐桑半

島で一緒に暮らしています。 

 去年、一般社団法人のまるオフィスという団体

を立ち上げ、今はその代表をやっています。 

 事業内容としましては、一つは唐桑半島は漁師

さんのまちなので、漁師体験や直販のサポートな

ど、漁師さんの応援をする事業にチャレンジして

います。来年度からは地域教育、地元の中高生を対

象に漁師体験を展開していこうと考えています。 

 もう一つは、からくわ丸というまちづくりのサ

ークルを2012年から運営しています。からくわ丸

というのは、地域の20代、30代の兄ちゃん、姉ちゃ

んたちが集まってきて、「何かまちのためにこうい

うことをやったらおもしろいね」というのを夜な

夜な話をしながら企画に結びつけていっています。

大体８割方は「週刊少年ジャンプ」の話で、今週の

ワンピースのレビューの後に、ちょっとこういう

のをやったらおもしろいねという話になる。そん

なサークルの運営をしています。 

 そういうことをやっていると、３つ目として、唐

桑半島に移住者が増えてきており、これをもっと

促進させていこうと。主に今は大学生を対象にイ

ンターンシップの事業やワークキャンプの事業を

展開して、地元の方に短期の滞在を受け入れても

らうというような活動もしています。今日はよろ

しくお願いします。 

 

厨 厨勝義と申します。 

 僕は、生まれ育ちは福岡県の久留米市というと

ころで、震災当時は東京で８年くらい仕事をして

おり、翻訳会社を自分1人でやっていました。本当

に偶然、宮城県出身の友人がいまして、彼の大学時

代の先輩が南三陸町の人だったんですよね。そこ

に物資を持って入ったのが2011年３月末でした。 

 そのころは、余りにもインパクトが強くて、とに

かく物を持って通っていました。７月にネットが

つながると、何とか仕事ができるということが分

かりました。翻訳だと、今はデータのやりとりしか

ないので、営業さえ何とかまとめちゃえばいける

と。その当時は、何かをやりたい人はごまんといて、

何をしていいか指し示すほうが少なかったので、

そういう面でお役に立てるかなと。半年、寒くなっ
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たら帰ろうと思って住み始め、５年経ってしまい

ました。 

 最初の年は本当に混乱していたので、とにかく

物を運んだりとか、様々な団体と建物を建てたり

とか、自分自身もトレーラーハウスに住んでいま

した。翌年とその次の年というのは、地元の創業支

援の補助金が出たので、そこのコーディネーター

をやらせていただいて、最後の３年目に、どうする

かいいかげん決めようと思い、オーガニック石鹸

をつくるという事業を立ち上げることにしました。 

 その事業を南三陸町で立ち上げましたが、場所

がなかったので、昨年10月から女川町の復興商店

街のほうにお店を出しました。何となく申しわけ

ないところもあるのですが、女川町に今月の頭に

再移住をしまして、今は女川町の商店街で商売を

やりながら住んでいます。 

 

山内 それでは、ちょっと話を掘っていきたいと

思います。 

皆さん、やはり何か一つのミッションを目的に

被災地入ってこられたと思います。さわりでお話

がありましたが、皆さんは被災地に残ったわけで

すが、１年とか２年とか経って、東京や元の職場に

帰ることもできたはずです。別に東北に残らなく

てもいい。小松さん（ゲスト講演者の小松理虔さん）

のさっきのお話にもありましたが、東北に残る理

由、それが一体何だったのか、どこに魅力を感じて、

それは仲間なのか、土地なのか、それとも仕事なの

か、そのあたりを聞いていきたいと思います。 

 気になったのが、渡邊さんと髙橋さんは御結婚

というキャリアチェンジがあるので、そのあたり

も絡めてお話しいただけると分かりやすいかなと。 

 

渡邊 私が、移住したというか、石巻に関わり始め

たのは2011年でした。何で残ったのかという話で

すが、余りこのポイントで移住というのが言いづ

らいんです。というのは、最初は学生だったので東

京と行ったり来たりていました。住むところもな

く、商店街に居候しながら、そこでの関わりや役割

を与えられてやってきて、その居候が長引いて今

に至ります。 

 よく結婚とかもフィーチャーしていただき、メ

ディアなどでも、「石巻のために嫁いだんですよね」

という質問があるのですが、私的にはそんなつも

りは全くなくて。家が本当になかったので、転々と

居候しなが住んでいるうちに、２軒目ぐらいに１

年ほど居候していた家で、さすがにちょっと大人

として責任をとらなきゃいけないだろうなという

ことで、その居候先の方と結婚するというゆる

い・・・。という経緯なので、そんなに何か・・・。 

 

山内 責任をとったんですね。 

 

渡邊 そうそう、責任をとったんですよね。なの

で・・・。 

 

山内 武士みたいな感じ。 

 

渡邊 本当に小松さんのお話とかすごく共感でき

て、そんなに大きいミッションなどなく、地域のた

めにやろうという気持ちはさらさらなくて・・・。

いや、さらさらないというか、そういう気持ちはあ

ったのですが、割と居心地がよかったし、自分の活

動するフィールドもありましたし、むしろお荷物

になりながら、そこに甘える形で石巻で結婚した

と・・・。 

 私は埼玉県出身で、ふるさとという感覚がよく

分からなかったのですが、ここを一つのアイデン

ティティとしてこれからも活動していこうという

気持ちで今も石巻におります。 

 

山内 ありがとうございます。もうちょっと掘っ

ていいですか。 

 

渡邊 はい。 

 

山内 責任をとるという男らしいコメントをいた

だきましたが、やはり旦那さんを含めて周りの仲

間たちがすごくよかったんじゃないかなという気

がします。地域って対象としては「ほわっ」とした

言い方じゃないですか。人にどう触れるかによっ

てその地域の見方って変わってくると思うのです

が、渡邊さんの場合は、そういう意味で、どのよう

な見方をされていたのでしょうか。 

 

渡邊 確かに、私が今も（石巻に）いるのは、仲間

もいますし、そのように受け入れてくださる方が

いてここまで来たということがあると思います。

今、自分で会社を立ち上げてやっているのですが、

これからは一つの会社に就職して、そこで一生を

過ごして、時間を売る対価として給料をもらって、

という時代は限界を迎えているのかなと思ってい

ます。むしろ、石巻という会社に就職して、そこで

いろいろな方から役割を与えられて、返していけ
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るものをひたすらこなしながら、自分の視点とい

うものを育てていました。そして、まだ石巻という

会社には私のやるべき仕事が残っているので、も

っと働きたいなというつもりで残っているという

感覚ですね。 

 

山内 ありがとうございます。 

 じゃあ、髙橋さん。髙橋さんは、御結婚のみなら

ず、妹夫婦もお導きによって南三陸に移住をされ

たということで、そのあたりも含めてお話しいた

だければと思います。 

 

髙橋 まず、移住に対して、私の東京の友達はハー

ドルが高いと言いますが、私自身は高くなかった

というのが移住をした理由の一つです。もともと

東京の高校を出て、鳥取の大学に行って、その後、

大阪の設計事務所に就職して、一度東京に戻って

こちらに来たので。自分のメールアドレスがノマ

ディックアーク、放浪する建築家という意味なの

ですが、遊牧民になりたかったり、大学卒業したと

きの就職する先は転勤族になりたかったです。２

年ずつぐらいいろいろなところに住んで、２年ぐ

らいだったら、多分地域の楽しいところだけ見ら

れるじゃないかなと。長く住むと結構しがらみが

出てきたりするので、もともと転勤族になりたい

なという考えがあったので、こっちに引っ越して

くるという部分のハードルはありませんでした。

もしかしたら違う方もいるかもしれないのです

が・・・ 

 最初に１年間だけと思っていたのですが、いま

だに（南三陸町に）いるのは、自分の仕事が観光協

会なので、地域の方とやりとりする仕事が多く、一

応独り身で、しかも、一応は若い女の子みたいな部

分でかわいがってもらって、もともと大学時代に

いた鳥取の雰囲気とかもちょっと重なる部分もあ

り、本当にただ居心地がよくなっていきました。先

ほど、妹夫婦も移住させたという話があったので

すが、自分自身が楽しくて居心地がいいのを、本当

にラフな感じで話しているうちに、当時軽井沢で

働いていた妹が、仕事を辞めるという話から、「ち

ょっとこっちに遊びに来る？」みたいな軽い感覚

で呼んで、何回か通っているうちに、いつの間にか

こっちに来てくれて。そのうち、この春ぐらいから

今度は母親がちょっとずつこっち側に移動してき

たのですが、１年後か２年後には父親が来て・・・。 

 

山内 それ、知りませんでした・・・。 

髙橋 すいません・・・。すごく身内なのですが、

移住して起業してというようなことではなく、「何

か楽しいよ」というようなことをすごく気楽に発

信していたら移住者が増えてくれました。 

 ただ、移住といっても、自分も住宅難民で、来た

当時は南三陸町には住むところがなくて、南三陸

から内陸の隣の隣のまちの栗原市というところに

家を借りて、半年住んでいました。その後、登米市

に行って、登米市内でもう一回南三陸町寄りに引

っ越して、一歩ずつ。この春から自分で作り始める

古民家ができ上がれば、ようやく目標としていた

南三陸町の町民のカードをもらえるというところ

ですね。だから、そんな感じでゆるく。 

 この春からやろうとしていることも、仕事の中

で出会った方から畑を借りたり、「こんなのやって

みたら？」という感じで生まれてきたものなの

で・・・。いきなり移住と考えなくても、自分が居

心地いいな、楽しいなと思うところに通いつめて

いくうちに定住になっていくのかなと思っていま

す。 

 

山内 居心地がいいというのは、どういうことな

のでしょうか？もともと住んでいたところの居心

地がイマイチだったのかな？ 

 

髙橋 大阪の方がいたらすごく失礼なのですが、

自分は大阪には住みたくないですね。大阪に就職

するときもその考えがあったのですが、いろいろ

なつながりで大阪の設計事務所に就職することに

なって、２年ちょっと住んだのですが・・・。結局

はだめだったなと思って去って・・・。私は旅が好

きで、自慢話になりますが、あと１県行けば一応47

都道府県制覇なんです。その土地土地の・・・駅か

ら降り立ったときに感じる空気感や、そこにもと

もと住んでいる方と話していく中で出てくる、

人々の性格というか・・・すごく「ふわっ」として

いるので難しいのですが・・・。 

  あと、ストレスが都会とは違って、もちろん仕

事でストレスがかかることはあるのですが、それ

を癒す環境があって。今、車で通勤していて、15分

か20分ぐらい本当に緑しかないところを通って、

そういう部分が自分を癒してくれたり、夜の明か

りが少ないところなど、人それぞれ居心地のいい

環境って違うと思いますが、自分はたまたまこの

まちが合致したという。 

 ただ、それは20年後も30年後もそうなのかと言

われたら、もしかしたら、自分が生きていく中で価
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値観も変化していって、このまちじゃなくなるか

もしれないので、南三陸の皆さんには、まだ一生と

は言っていないです。現段階では何となく居やす

いという理由でここに立っています。 

 

山内 なるほど、よく分かりました。ありがとうご

ざいます。 

 じゃあ、ちょっと質問を変えて、さっき仕事の話

がありましたが、今度はキャリアの話で。島本さん

と加藤さんにお聞きします。多分、東京で働いてい

る同級生や同じ世代の人たちが結構いると思いま

す。何々商事ですとか、何々航空会社ですとか、周

りはどんどんキャリアステップを踏んでいくよう

な・・・。想像かもしれないのですが、そういう差

をつけられている感みたいなもので嫉妬したり、

一方でここの仕事に誇りを持っているということ

を東京の人にも言えるとか。そういう横目で東京

の同期とかを見ながら、今どういうことを考えて

仕事をしているのか、そのあたりを少しお聞かせ

いただけると参考になるかなと思います。 

 

島本 私、震災があったときは19歳だったんです。

その後、３月に誕生日を迎えて20歳になって、その

頃はホテルに勤めていました。実は、高校を卒業す

るときにクラス40人のうち、私以外はみんな大学

進学するのに、自分だけホテルの専門学校を選択

しました。専門学校に進学したのですが、半年で辞

めてしまって・・・。半年通ったなかで２カ月の研

修があり、その研修で私は座って勉強しないで、現

場でいろいろ学びたいなと思い、その研修先のつ

ながりで就職をさせてもらいました。というのも、

私、女２人姉妹で、母に高校を卒業するとき、「女

なんて結婚しちゃえば、大学行ったとか余り関係

ないんだから、大学行って４年間の中で何かやり

たいことを見つけるとか、その４年間の猶予を得

ようとしないで、今の段階で一旦何がしたいか考

えなさい」と言われて・・・。私自身は人と関わる

仕事を何かしたいと思い、ホテルの専門学校に進

んで、辞めてしまったのですが、その後ホテルのお

仕事をして。その後、働き始めて１年半経ったとき

に、ちょっとお金もたまったし、そろそろいろんな

ところを見てみたいなという気持ちが出てきたと

きに震災が起きました。その後、東北に来て、気づ

いたら２年経って、大学卒業しているであろう年

になっていました。大学に行っていたら、普通に４

年間過ごしたであろうその時間というのは、みん

なと同じ選択をしなかった時点で、誰にも負けな

い４年間にしようと思いました。一流企業や役職

のある仕事に就いている同級生はいますが、そこ

に負けないというか、自分の中ではすごく納得で

きるというか、自分がちゃんと自信を持ってこう

いう仕事をしていますと言えることを今できてい

るなというふうに思っているので、自分の中では

いい感じに進んできていると思っています。 

 

山内 期待どおりの回答ありがとうございます。 

 ４年間で200人ぐらいの右腕が入っている中で、

私も全部ではないですが、いろいろな右腕の方を

見て、腹落ちした人が残っているなという感じが

するので、そういう、納得感とか自分の中での腹落

ち感が非常に重要なんじゃないかなと思いました。

ありがとうございます。 

 じゃあ、加藤さん。 

 

加藤 さっきの小松さんの話にすごく共感したと

ころがありました。私は一番最初に「ただであげる

から」というこっちの言葉をそのままタイトルに

して、「ＫＥＣＫＡＲＡ（けっから）」というフリ

ーペーパーをつくりました。そのときは自分１人

でつくっていたので編集長になるわけです。「ＫＥ

ＣＫＡＲＡ（けっから）」編集部の編集長と名刺を

つくるわけです。2012年にからくわ丸というサー

クルを立ち上げて、その代表の名刺を持つと、「あ

れ、俺23歳で編集長と代表をやっていて同級生で

出世頭じゃないか」という錯覚に陥っていくんで

すね。任意団体とかもよく分かっていないころだ

ったので・・・。ということで、むしろ自分のほう

がいろいろやっている自信みたいなものはありま

したね。 

 もうちょっとまじめに言うと、同じ同級生、東京

で働いている、仕事をしている人たちよりいろい

ろ決定権というか、自分の決められる幅というの

はすごくあるなということは感じています。何の

事業をするにしても、やはり自分が決定する権利

がある。それは同時に責任、つまりリスクも高い。

だから、例えば、団体をおこして、活動をおこして、

移住してという、結構リスクの部分を皆さん言っ

たりしますが、リスクが高い分、裁量もあるので、

やっていてわくわくするというのが実感です。 

 だから、東京で働く同年代の人たちは、リスクは

低いだろうと。明日から食えないみたいなことは

多分ない。でも、その分余り裁量権などもないんだ

ろうなと。それだったら、俺、今すごく楽しい仕事

しているなというのは感じていますし、すごく短
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いサイクルで成長の機会に出会わせてもらってい

るなという実感があるので、東京で働くよりもこ

っちで仕事をすることに対してのモチベーション

が続いています。 

 

山内 仕事の決定権は私もそう思いながら忘れて

いたところで、すごい気づきをいただきました。 

 もちろん大きな仕事をするとき、大きな組織を

動かすときに、いろいろな稟議を経ていくことに

よって大きなインパクトを持つという魅力がある

一方で、20代の体力もあって動き回れるときだか

らこそ、一つ一つ決定権を持っていろいろな経験

ができるというところは本当に魅力だと思いまし

た。ありがとうございます。 

 厨さんを残したのには理由があります。さきほ

どの小松さんの晴耕雨読の話を聞いたときに、こ

の男はまるで正反対だなと感じました。厨さんの

場合は野望家なので、それはそれで一つのスタイ

ルだなと思います。なので、アイローカルをこの先

どうしていきたいのかというところも含めて、や

はり地域でこれだけやれるんだというふうに熱く

思っていらっしゃるところ、そのあたりを是非お

話しいただければと思います。 

 

厨 次のニュースとしては、台湾に話をつけたの

で、製造している石鹸が来月ぐらいに台湾の店頭

に並びます。あとは、仙台市内や東京のほうでも並

べていただきます。私は何となく、東京がてっぺん

のような雰囲気が嫌だなと思っています。地方か

ら世界に出て何が悪いんだと。 

 私地震は仕事を一旦中断してバックパックを背

負ってブラブラしていた時期があり、英語が話せ

るようになったので、特に海外に出ていくことに

抵抗がありません。それで翻訳の商売をやってい

たのですが、こっちには英語がしゃべれる人がい

ないので商売にならなかったのです。この辺の人

に利益を落とせるようにと、すごくいろいろ考え

た末、スキンケアなら売れそうということで・・・ 

 

山内 最初はいろいろと物議がありましたよね。

なぜ、この男がスキンケア・・・ 

 

厨 物議が・・・。こんなおっさんがつくるので、

狂ったのかというようなことも言われました

が・・・。今はインバウンドが増えてきて、この一

年で異常に説得力が出ましたが、その前の段階か

ら、これからは日本の文化が売れる時期だと言っ

ていました。いろいろ旅行をした後の感想として、

そう思いました。基本的に前の時代にブイブイい

っていたところのものを、今ブイブイいっている

やつが買うという構図なんですよね。バブルのと

きに日本はアメリカを買いまくったんです。今、日

本の土地を買ったり、爆買いしているあの姿とい

うのは、全く30年前の日本人そのままです。バスで

乗りつけて、ベラベラしゃべりながら、ブランド物

を買い漁っていた。１人当たり30万円ぐらいお土

産を買って、一生に一回の旅行をして、というのが

今は中国人になっただけで。ということは、日本の

物が売れるといったときに、エレクトロニクスが

売れるんじゃなくて、何か格好いいやつが売れる

んです。化粧品もその中の一つで、そういったもの

の時代が来ると思っています。更に地方でＩＴを

やっても無理なんです。ＩＴに有利なところは一

つもないんです。一つもないと言うと言い過ぎか

もしれませんが、基本的に世界全体で同じ環境に

なるというのがＩＴだとしたら、最後のトップの

部分というのは、直接人間に会えるかどうかなの

で。だから、シリコンバレーから動かないという。

東北道が真ん中を通っているので、沿岸では工業

は無理。しかも、潮風が吹く。流水量が少なくて工

場水がとれないなど考えていくと、やはり食べ物

が合理的です。でも、復興支援に来ましたと言って

食べ物で競合したらシャレにならないので、いろ

いろ考えた末に、そういったものを原料に使うス

キンケアだったらいけるなと考えました。 

 

登壇者一同 （笑い） 

 

山内 何でまだ笑いが起きるんでしょうね。です

が、そこまで説明していただくと、なるほど、そこ

まで考えて石鹸なのかと。やはりその地域の特性

や環境などの状況に合った、一つ突き抜けたビジ

ネスの可能性というのもあるのかなと思います。

やはり、そういったところがこれからの地域の魅

力になるのではという気がします。突っ込んだビ

ジネスをつくろうと思えばつくれる、スピードも

出せる。一方で、等身大のライフスタイルを重視し

て自分の価値観を充実させていくためのビジネス

や、働く場のスタイルもある。幅がすごく広いのが

地域の魅力かなという気がします。 

 

厨 そうですね。移住後３年ぐらいは、割といいラ

イフバランスだったんですが、この１年半ぐらい

は東京にいたときと全く働き方が変わらなくなっ
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てしまいました。朝６時からメールを打っていた

り、何のために田舎に移住したのかなと最近ちょ

っと疑問に思うところもあるのですが、それは何

を求めるかによると思うので、その辺は確かに振

れ幅があります。 

 

山内 ありがとうございます。 

 そろそろ５人のキャラクターが大分見えてきた

ところだと思うので、ゲストのお二人に入ってい

ただいて、お話をお聴きしたいと思います。ライフ

スタイルから仕事、ビジネス、自分の自己実現と、

いろいろな観点が出ましたが、抜けている観点や

お二人独自の観点で御質問していただければと思

います。 

 

中村 皆さんの話を聞いていると、思い切ってボ

ランティアなどで来て、何かのきっかけで地元の

人たちに触れ合って、そこから気づいたら５年経

ってしまっているというのはすごいなと思います。 

僕は地元が千葉市で、東京だと言うと怒られち

ゃうんですが・・・そういう首都圏に住んでいると、

地方出身の人に比べると自分の地元感覚が希薄な

のを感じます。第二の故郷が欲しいなと思いなが

らも、やはり東京的な生活のほうが居心地よかっ

たりもして、出るに出られずにずっと東京にいま

す。自分は今後も移住はしないんじゃないかなと

思っていますが、今の皆さんの被災地での生活が

ものすごく楽しそうだなとも思います。東京に住

んでいる側としては、そんな皆さんから東京って

どう見えるのかなというのが聞いてみたいです。

移住はしたけれども、東京とこんな関係性をつく

っていこうと思っているとか、東京をディスッて

もらってもいいですし、その辺のぶっちゃけトー

クを聞きたいです。 

 

髙橋 確かに東京は例えばアート関係の情報など、

世界から最初に集まってきますよね。そういう情

報に触れたいなと思ったときに、東京へのアクセ

スがかなり便利になってきているので、新幹線な

どを使って気軽に行ける距離感になっていると思

います。生活のことを考えると、私は本当に満員電

車の通勤が嫌で、緑に囲まれた土くさい生活をし

たいという価値観で地方を選びましたが、東京と

行き来のしやすい環境だからこそ気軽に移住でき

たのかなと思います。 

 

中村 （満員電車の通勤）嫌ですよね。 

髙橋 そこを避けられたのはかなりポイントが高

いですね。 

 

中村 多分、そのためだけに移住したいという人

もいるでしょうね。 

 

渡邊 私は今、石巻に住んでいますが、実は東京が

大好きです。情報も集まりますし、おもしろい人や

おしゃれなお店もあるし、co-baさんなどは本当に

すばらしいと思います。東京に行くと楽しいとは

思いますが、一方で、ここに住むのは確かに限界だ

なと思います。家賃高いですし、通勤ラッシュ大変

だし、よくこんなに人が集まるところで生きられ

るなと・・・。 

 私は地方移住するつもりなどなく石巻に来まし

たが、地方の密度だったり、人との距離感だったり

に魅力を感じました。加えて、あらゆることがまだ

まだ未開拓というか、何でもやってみると、「えっ、

シェアハウスって何？」というような、新たに開拓

していく楽しさがあります。さらに、一つ一つのプ

ロジェクトがコストを抑えてできるので、私のよ

うな特定のスキルを持たない者でも、まず地方で

始めてみようというのはすごく身軽で楽しいと思

います。自然が好きという価値観もあると思いま

すが、私は山奥にいきなり放り出されても自給自

足の生活などはできませんが、石巻は都会と田舎

のバランスがちょうどよくて、チャレンジする隙

間もたくさんあるので、そんなに強い使命感や自

然が大好きという人でなくても、気負わずチャレ

ンジできると思います。東京は情報集積という大

きな魅力があり、同じ社会起業家でもコストがか

かる中でされている方は本当にすばらしいと思い

ますが、東京で成功できる方は一握りだと思いま

すので、まだまだチャレンジする隙間やチャンス

があり、やりやすいのが地方なのかなというふう

に思います。 

 

中村 追加で質問ですが、いずれ地元にもアクシ

ョンしたいという思いがあったら、是非話しても

らえたなと思います。 

 

加藤 大分頭がごっちゃになりましたね・・・ 

 一つ目、東京に関してですが、過去も含めて、日

本で今一番移住者が集まっている場所は間違いな

く東京だと思います。僕も兵庫県から大学進学を

機に東京に移住しました。よく、「コンクリートジ

ャングルとか思っているんでしょう？」というよ
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うに、アンチ東京を期待されてコメントを求めら

れることがありますが、やはり一番魅力的なまち

は東京なのかなと思っています。僕は東京がそん

なに嫌いではなく、むしろたくさん広告があった

り、すごく楽しいなと思うことのほうが多いです。

東京を嫌いになる必要は全くないですが、東京と

いう街には人によって向き不向きがあるかなとは

思います。歴史的に見て、なぜ東京に移住者が集ま

ってくるかというと、経済や情報という部分があ

ると思うので、お金が大事だと考えている人は、東

京に住むのが正解だと思います。ただ、僕は「いや、

お金じゃないんだよね」と言いながら東京に住み

続ける人にはあれっ？と思います。「お金じゃない

んだよね」と思うのであれば、どこかそうじゃない

ところに、「ユー、移住しちゃいなよ」と思うわけ

です。そういう人には軽く「おいでよ」と声をかけ

ています。東京は向き不向きがあると思うので、

「東京でしか俺生活できないぜ」と思っている人

たちの移住のハードルを下げたい、選択肢の幅が

もっとファッション的に、流行的に広がっていけ

ばいいなと思います。 

 私は兵庫県が地元ですが、Ｕターンはあまり考

えていません。さきほどの居心地のよさとも関連

しますが、私はＩターンというか、よそ者という立

場が気仙沼の中で自分の価値としてあるのかなと

思っています。「俺、姫路に帰って絶対まちづくり

とか恥ずかしくてできないっす」と地元で一緒に

まちづくりなどをやっている兄ちゃんたちには言

っています。こんなに親戚がいて、知り合いばかり

いるところで、「俺、姫路盛り上げたい」というこ

とは・・・「おまえ、何言ってんねん」と言われた

ら終わりなので、「地元の人すげえな」という話を

よくしています。僕はＵターンというのはあまり

考えられないですね。 

 

厨 僕はふるさとが福岡県の久留米市というとこ

ろで、女川町というところで１店舗目（石けんの販

売店）をやっていますが、２店舗目は福岡に出そう

と思っています。仙台のような大都市から１時間

ぐらいの郊外で成り立つようなビジネスモデルを

探って、当てたら次は福岡だなと思っています。

「福岡というのは今唯一成長している都市圏だっ

たりして合理的なんですよ。」という口実で福岡に

帰ろうかなと。 

 僕はあまり東京にこだわっていません。僕が東

京に住んだのは26ぐらいのときで、それまでは福

岡を出なくていいと思っていました。いろいろあ

って、仕事を辞めてぶらぶらして、仕事がしたくな

って帰ってくるときに、とりあえずという感じで

東京に行きました。終電まで働くようなベンチャ

ー企業などで働いて、忙しいまま、いつの間にか時

間が経っていたという感じなので、もう一度考え

るいい機会をもらったなと思いました。 

 英語が話せて外国でそれなりに生活ができると、

東京は一極でしかないと感じました。ロサンゼル

スもニューヨークもありますし、バンクーバーに

長く住んだこともあり、東京は住みづらいと思っ

たんです。 

 コンクリートが多過ぎて、１時間電車に乗って

も緑が見えないというのがしんどくなってきて、

そろそろどこかに出ようと思って、余り考えずに

三浦半島あたりを毎週ぶらぶらしていたました。

そこで震災が来て、ここでもいいかと思ったんで

す。 

 東京はすごく便利だと言いますが、都市生活し

かできないので割と単調に感じます。僕は漁村に

入って漁師の船に乗るのがめちゃくちゃおもしろ

くて・・・、「どこそこに行くと、この時期に何々

が産卵するから、こうなってこうなって」というよ

うな話が、その分野においてはめちゃくちゃ知識

が深くて、それがもうめっちゃおもしろかったん

です。僕の友人にも東京でベンチャー企業をおこ

して上場した人間や社長さんなどもいますが、み

んな持っている知識が同じなので、てっぺんがハ

ーバードで、その次が東大というような同じ筋で

争っていて、広がりがないです。こっちに来ると漁

師対農家のような、違う知識の戦いが繰り広げら

れていたりするので、おもしろいです。加えて、東

京では一通り見たいものは見た感じがしていまし

た。こちらで地域おこしをやっているうちに、次は

「ふるさとをどうするんだ？」という考えが出て

きて、地方to地方の２拠点居住は新しいなと思う

ので、そういうことができたらなと思っています。 

 

島本 私も厨さんが今言ったように、漁業の魅力

にとりつかれちゃって・・・自分は漁師になれない

なと思ったのですが、その漁師の魅力を発信して

いく側であれば一緒に関われると思い、今のとこ

ろで働いています。一緒に働くメンバーも、漁師だ

けではなく、魚屋や流通に関わる人、情報発信に関

わる人など水産業に関わる全ての人をフィッシャ

ーマンと呼んで、そのフィッシャーマンを三陸に

1,000人増やそうという目標を掲げていろいろや

っています。私は東京ではないんですが、千葉県に
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ずっと住んでいて、そこでは触れることのなかっ

た漁業というもの、自然とともに生きながら、本当

に仕事も生活も全て海と関わりながら生きている

人たちの魅力を知らなかったので、そのことをた

くさんの人に届けていこうというふうに思ってい

ます。それは逆に彼ら漁師たちにも言えることで、

東京の人が知らないことも知らない、どれだけの

驚きと感動があるかということも知らないので。

やはり東京に限らず外から人が来てくれることと、

彼ら漁師たちが、東京などの人が集まるところ、消

費者がいるところに足を運んで、その人たちが感

じる驚きを自分たち自身で受け取ってもらう場所

と機会をつくっていけたら、そのような両者をつ

ないでいく人になれたらなと思っています。その

ためには、現地・石巻などの漁師たちのところに寄

りながら、自分も定期的に東京やそれ以外の地域

にも足を運ぶにようにして、いろいろな情報を得

て、それを分かりやすくして漁師さんたちに伝え

るといったことを心がけています。最近はこちら

に近づきすぎているなという反省はあります

が・・・ 

 そのようなことをしているうちに、地元にもち

ょっとずつ興味がわいてきています。たぶん、自分

の生まれ育った地域って、知らなかっただけで。学

校に行って、帰って来て公園で遊んで、というよう

に限られた人としか触れることがなかったので、

「ここ、何もないし、つまらないな」というような

ことを思っていたのですが・・・。自分が離れて違

う場所に行って、格好いいと思える大人たちと関

わる中で、実は外から自分の地元を見てみたら、

「格好いい大人いるんじゃない」というようなこ

とが最近結構多くなってきているので、実家に帰

るとちょこちょこいろいろなまちづくりだったり

とか、新しいことをやっている人のところに話を

聞きに行ったり、自分はこういうことをしていま

すという交流をしたりしています。 

 

中村 なるほど。東京から来たので、あえて対立構

造をつくったらおもしろいかなと思ってこんな質

問をしてみましたが、僕自身も東京が一極集中的

な価値観、東京的な価値観軸でしかあり得ないと

なっている風潮がよくないなと、内側の人間とし

て思っています。それ以外の価値観、例えば、自分

がどこに住んだほうがフィットするんだろうって

選べる感覚などが徐々に出始めているからこそ皆

さんが移住しているというのはあると思うのです

が、何かそういうオルタナティブができてきてい

るというのは幸せな状況だなと僕は思っているん

ですね。 

無理している東京像というのは確かにあるんで

す。やはり通勤がひどいとか・・・僕も嫌過ぎて、

すぐ近くに家を借りて住んでいますが、そうする

とやはりすごく快適なんです。ただ、家賃が高くて、

「何のために俺働いているんだろう？」みたいな。

たくさん稼いで、たくさん使わなきゃ東京では楽

しい暮らしができないというのは何か不思議な感

じはするし、そういう東京ならではの辛さはある

なと思います。一方で、実は東京も１時間ぐらい車

で走ると奥多摩の森とかすごくきれいなんですよ。

東京にも森があったんだというような気づきもあ

ったり、そこで林業をやっている人たちがいて、お

もしろい話も聞けたりするんです。東京もいわゆ

る都心的な部分だけフィーチャーされ過ぎている

んですが、東京暮らしを無理しない東京に変えて

いきたいなというのが僕の思いで、そういった活

動を是非自分のところでやりたいなと思っていま

す。無理しない東京もあるし、無理しない地方もも

ちろんあるし、ただ、その中でチャレンジしている、

ちょっと熱い地方もあるわけじゃないですか。そ

れぞれの選択肢がフラットにあって、もちろんそ

れは海外もあると思いますし、地方to地方もそう

だし、東京抜かしで全然いいと思うんですよね。た

だ、いろいろな選択肢の中で僕は東京にい続けた

いなという思いで活動しているので、あえてちょ

っと聞いてみました。ありがとうございました。 

 

山内 地方の人が集まれるシェアハウスとか是非

つくっていただきたいなと。私も入りたい。今もう

中国人観光客の影響でアパホテルが１万7,000円

とかになっていますから、是非お願いします。 

 小松さんお願いします。 

 

小松 ５人の話を聞いて、すごく共感できるのは、

僕も26のときに東京をすっ飛ばして上海に行った

のは、やはり経験が積めると思ったからです。上海

で経験したことが今度は別な田舎、たまたま自分

の田舎ですが、そちらに還元されている。これはあ

る意味、東京的なシステムからはじき出されちゃ

った人が実践的な経験を積める場所としての地方

のあり方だと思います。僕が大学生のころは東南

アジアなどに行くやつがめっちゃ多かったんすが、

今メディアなどでは、日本の大学生は海外に目が

向いていないといった捉え方をされています。実

は意外に、海外に行く感覚で地方に来て、そこで新
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しい価値観に触れて自分が目覚めて、いろんなこ

とに興味を持っていくというような、モデルケー

スを聞いた気がしました。僕も自分が上海に行っ

たときのことを思い出して、「ああ、何かおもしろ

かったな」と感じたというのが一つ言いたかった

ことです。 

皆さんに伺いたいのは、僕はずっとメディアで仕

事をしてきたので、これから移住を考える人たち

に、どうやったら興味を持ってくれるか、どういう

言葉が大事なのかということです。皆さんも感じ

ていらっしゃるかもしれませんが、今、福島県は原

発の問題などがあり、いろんな問題が非常に複雑

化していて、東北の被災地という具体的なイメー

ジとはまた別の問題があったりします。福島でど

ういうふうに外の人たちに向けてメッセージを発

信していったらいいか、すごく迷うんですが、やは

り生活ぶりが見えるということがすごく必要だと

思っています。今日皆さんに聞きたいのは、今、自

分のまちに暮らしていて、ふと、「やはりこの瞬間

が、俺、やっぱここ来てよかったな」とか、「ここ

のまちのこの時間はやばい」ということが多分何

年か暮らしてきた中であると思うので、そういっ

たことをそれぞれ地域と結びつけてお話を聞いて

みたいなと思います。 

 

厨 僕が瞬間震えるのは、船の上でホヤを食うと

きです。ベンチャー企業で仕事しているときに、社

長さんとの会食でとんでもないレストランに行く

ことがあり、そのときはうまいと思ったんですが、

これは超えていると思ったんです。どうあがいて

も、築地に届ける時点で落ちる質の部分というの

があります。何かもう、おいしいを通り越して、こ

れは体が欲しているなというぐらいうまいときが

あり、カキなどを食っていても、ある日急にうまい

んですよ。「何か今週違わないですか」という話を

したら、「今、旬だから」と言われるんです。やは

り、これはもう行くしかない。僕はすごく食べるの

が好きで、それなりにいろんなお店を回ったりし

たんですが、本当にどんな高級レストランでも全

くかなわないですし、これが産地の持っている魅

力の一番強いところかなと思いました。 

 

山内 やはり海の話をしているときは似合います

よね。 

 

厨 石鹸もいいものをつくる。 

 

山内 すいません。 

 

髙橋 一つだけ？ 

 

山内 はい。思い切り絞って一つだけ。 

 

髙橋 自分がはっと「幸せ」、「ここに来てよかっ

た」と思った瞬間は、藍畑に行って、ある程度大き

くなった藍をむしりながら雑草取りをしていると

きにミミズに出会ったときなんですが、すごく生

きている感というか、一緒に生きている感という

のかな、自然とそれを感じられて、ここ最近ではす

ごく至福の瞬間だったなと思います。そのまま気

持ちがよくなったので、土の上にばっと大の字に

なって寝たんですが、それを人目を気にしないで

できる環境というところです。 

 

渡邊 本当にいろいろあるんですが、今日はあえ

て、あさましいキャラを出していこうと思います。

やはり一番いいなと思ったのは、もらい物で一食

分成り立ったときです。もらうときは一気にカキ、

ホタテといったように、いろんなものが集まるん

です。それにご飯、米ももらい物だし、というよう

な感じで。風邪をひいたというのをフェイスブッ

クで発信したら、甘酒とかお見舞いグッズがばっ

と集まったりとかして、東京でも人気者はあるの

かもしれないですが、私はそんなに東京では人気

者ではなかったので・・・。気づかっていてくれて、

気にしていてくれて、「お腹すいているでしょう」

とかこういうコミュニティの近さを感じたときに

すごくここに来てよかったなというふうに思いま

す。実際もらう物も本当においしいのですばらし

いなと思います。あとは、友達を連れてきていつも

驚かれるのが、まちを歩いていて「こんにちは、「ど

うも」とか行く先々でいろんな人に会って挨拶さ

れると、「すごい知り合いばっかなんですね」と言

われます。こういうことは自分では意識してなか

ったのですが、このコミュニティの距離感は育て

っきた埼玉ではなかなかなくて、マンションで隣

の人たちの顔を知らないということが本当によく

あることだったので、そういうときによかったな

というふうに思います。 

 

加藤 自分の家からばっと太平洋が見えるんです。

唐桑半島は気仙沼の更に東の、北の東にぴょこっ

と飛び出している半島なんですが、家が東側を向

いているので、朝起きたら、天気のいいときは本当
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に空と海がばっと見えるんです。その出勤のとき

の一番最初に見える景色がすごくきれいだったと

きは、「よっしゃ」と思います。朝、家を出たとき

の出勤時に見る景色というか、気持ちって大切じ

ゃないですか。多分、仕事のクオリティにもすごく

関わってくると思うんです。そういった景色をば

っと見てから仕事に向かえるというのは特権だな

と思います。 

 

島本 話が戻りますが、私はホテルに勤めて、仕事

をちょうど辞めようと思っていたタイミングで震

災がありました。そのときはちょっとお金もたま

ったし、バックパック背負って世界一周でも行こ

うかなと。でも、お世話になっている方がたくさん

いるので、名前知らなかったと言うとすごく失礼

なんですが、名前も知らなかった石巻というとこ

ろに来て、人と人との距離感で、日本にも私の見て

いない素敵なところがたくさんあるんだなと思い、

別に海外じゃなくていいやと思った人間の一人な

ので。さっき（小松さんが）学生が海外にといった

お話をされていたのは、私もそう思っていますと

いうことを伝えたかったです。 

この地域は本当に名前も知らなかったし、多分、

震災がなかったら、東北さえ来ていなかったんじ

ゃないかなと思うので、別にこの地域がというん

じゃないんです。でも、そこで出会った自分の格好

いいなと思える大人たちへの憧れが、私がここで

暮らしている理由だなと思うので、そんな彼らと

一緒に何かをやり切ったときに、よっしゃとガッ

ツポーズできることが、私にとっては一番そこで

生きている意味のある瞬間かなと思います。 

 

小松 ついでに。僕が小名浜に住んでいて幸せだ

と思うのは、さびれた歓楽街のしがないおでん屋

さんで親父と何か語らって熱燗飲んでいるときに、

やはりこういうのがいいなって。でも、それって多

分、全国どこにでもある風景なんですが、人を介し

て伝わった瞬間に魅力って伝わってくるなと。皆

さんもそうだと思いますが、僕は今、この５人のお

話を聞いて、住んでみたいなとか思っちゃいまし

た。それで今日は満ち足りた気がします。 

 

山内 本当に聞けば聞くほど、東北だからとか、こ

の地だからということじゃないんじゃないかなと、

一瞬自信を失いそうになります。そういった魅力

のようなことをきちんと可視化できれば、すごく

価値の高いものが生み出せるはずだと思いますが、

実際にはかなかなか生み出せていないんじゃない

かという気もします。それが地域で暮らしている

人の話の中から、ぽつぽつと、やれているとか、起

きているということが聞こえてくれば、それをや

れている地域がすごく強いんじゃないかなと。 

 最後の質問に行きます。大分バラ色の話も盛り

上がってきましたが、水をさすような形で、ちょっ

といやらしい質問をしたいと思います。 

皆さん、お金は欲しいんですかね。 

 

髙橋 今までいろいろなところを転々としてきた

のも、全部やりたいことで場所を選んできて、今こ

こにいるんですが、自分自身の一番大切なところ

は、自分が気持ちよくその場所で過ごせるかとい

うところなので。ただ、生きるために必要なものを、

お金じゃないと買えないものもあるので、そうい

う生活する上で必要な分の収入はあったほうがい

いかなと思います。でも、さっき（渡邊）享子さん

も言っていたように、本当にもらい物生活が成立

するので。私は夫と２人で食費が一月１万円かか

らないんです。多分七、八千円ぐらいだと思うんで

すが、夫が羊飼いをやっているのでお肉はそこで、

あと、鶏を飼っているので卵はあるし、調味料とか

牛乳ぐらいしか買わないので。楽しみながら、１年

に２回か３回ぐらい旅行に行けるぐらいの、少し

余裕のある生活ができればいいかなと思っていま

す。 

 絶対一つの会社でずっと勤め上げなきゃいけな

いというよりは、幾つかの仕事をしながら生きて

いくというのも許されるというか、「それもおもし

ろい生き方だね」というように肯定してもらえる

ような、今の社会が自分としては、すごく生きやす

い流れになってきているので、割と堂々としてい

られます。例えば、この春から自分はこれとこれで

何とか食べていきますというような感じを気楽に

発信できるのがいいかなと思っています。 

 

山内 このあたりは厨さん、是非。もう台湾のビジ

ネスも決まったし、かなりイケイケゴーゴーで、そ

ろそろ車を変えようかなみたいな。 

 

厨  いや、車はこの間30万で買ってきたんです

が・・・別に車はいいですね、家とかも・・・ 

 

山内 要らないってこと、要るってこと？ 

 

厨 車は僕の金のかけどころじゃなくて、最近は
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やりたいことのためにお金が必要になってきまし

た。それは、うちに勤める人をいい店に立たせてや

りたいんです。そこでの体験が、来たお客さんの喜

びに直結するような仕事になってきたので、それ

に必要なお金を集めなきゃいけないという段にな

ってきて、最近は銀行さんとお話をしたりしてい

ます。 

 海外に出ていくときに、視察に行くだけでとに

かくお金は飛んでいきます。そういうことをやり

たいという人間を抱えちゃったので、それを実現

するために、何をどう変換するかだと思うんです。

普通に生活する分には、必要なお金はそんなにな

くて。特に田舎にいると、雪かいてやったおばちゃ

んのところから煮物が来たり、物々交換が成り立

つんですよね。だから、生きていく分にはいいんで

すが、やりたいことがそういう身近なところから、

技能の交換、物々交換を超えて発生してきた場合

には必要です。僕は３年ぐらい余り金を使わない

生活から、今やりたいことが金を使う方向に振れ

てきているので、今からは必要です。 

 最終的にお金を持ってやりたいというよりは、

やりたいことをやるための変換手段として一番便

利なのがお金かなと。ただ、一番大事なのはやはり

信用だと思っています。細かい約束を破らないと

か、あの人は逃げないみたいなことがあって初め

ていろいろ預けてもらえるという部分があります。

そういう意味でいくと、お金が欲しい人にとって

地方にいて便利なのは、お金が欲しい人が少ない

ということです。そうすると、やりたいと言ってい

ることが本当にやりたいことに結構近いので、う

そを見抜かなくていいというような便利なところ

はありますね。 

 

山内 なるほど、なるほど。でも、生活、生き抜く

ためのコストが最低限だからこそ、やりたいこと

にお金を使えるとか、その目的のためにお金を調

達しやすいとか、そういう魅力がもしかしたらあ

るかもしれないですね。 

 

厨 僕は今、地方はすごくいいんじゃないかと思

っています。家賃が１万5,000円になっちゃったり、

車は30万で知り合いが調達してくれるし、東京で

ビジネスを始めたときに比べて楽なんですよ。僕、

浅草に住んでいたときは、シェアハウスなのに家

賃が８万だったんですよ。そういう最低限の燃費

が非常にいいと、手元資金を、何かを獲得するリス

トの高いのところにぶっこめるという意味ではす

ごくいいです。しかも、正直、地方で新しいことを

始めよう、それを大きくしようという人はごくご

く少ないので、銀行さんの顔が優しいです。僕は自

分一人でやっていて、お金を借りるのは初めてな

ので、プロセスが全然分からなので、すごくいろい

ろ御迷惑をおかけしました。それにもかかわらず、

すごく粘り強くおつき合いいただき、にこにこし

ていただいているのは、多分そういう新規で貸す

ところというのが少ないんじゃないかなと。そう

いう意味で、すごく周りの方の目線が待ってくれ

るとか、優しいというのは、地方ならではじゃない

かなと思います。 

 

山内 会場の皆さんの御質問を受けたいと思いま

すが、どなたかいらっしゃいますか。 

 

質問者 ざおうハーブのヒラマと申します。皆さ

んの話楽しかったです。 

 私は、いわゆるＵターン者です。地元から東京に

出て、地元・蔵王町に戻ってきました。僕は今、地

元に若者がいないなと強く感じています。住んで

ほしいですが、そのためには中高生が外に出てい

って帰ってくるような仕組みや魅力があればと

日々悶々としています。地元を離れて、若い人が憧

れる都会からわざわざ来られているＩターン者の

皆さんが考えるＵターン、蔵王町にＵターンさせ

るいい方法やアイデアをお聞かせいただければと

思います。 

 

山内 すごくいい質問ですね。ありがとうござい

ます。 

 僕は、個人的に「格好いい大人」というキーワー

ドが刺さりました。そこにヒントがあるんじゃな

いかなという気がします。FISHERNAN JAPANの

ような、正に担い手を増やそうという動きの中で、

その辺意識されているのでしょうか。 

 

島本 外からの人間から見ると、どうしてもその

地で生まれ育った人の持っている感覚などは、ず

っとそこで生きてきているので、しみついている

のだと思います。そういう人たちや、さきほど厨さ

ん言っていたようなおっちゃんたち、渡邊さんが

言っていたような具合悪いからと何かお見舞いを

持ってきてくれるお母さんたちがいて、だからこ

そ外から入ってこられるという土壌があるのかな

と思います。いろいろな地方の話題を聞きますが、

一番根っこのところにいるのは、地元の人なんじ
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ゃないかなと思っています。そのため、最近、私た

ちは地域の大学、高校、小学校といろいろ連携をさ

せてもらって総合学習の時間に足を運んで、皆さ

んの生まれ育った土地でこのように働いている漁

師さんがいますよということをお話しさせてもら

っています。そういった自分たちの育っている場

所や地域のことを知る時間を大人が作っていかな

いと、子供たち自身では知ることができないのか

なというふうに思っているので、私たちが今から

やっていくべきことなのかなと思っています。 

 

加藤 僕は地域の格好いい大人は移住の決め手に

はならないと思い、唐桑では移住者を呼ぶのは移

住者だと考えて活動しています。既に移住した子

たちにヒアリングをした結果、たくさんある理由

のうちの一つにはなっていましたが、決め手とな

ったのは、既に楽しそうに暮らしている同年代の

移住者がいたからというのが大きかったようです。

蔵王の格好いい大人ではなく、格好いい移住者を

探す。その人の蔵王での暮らし方のようなところ

をどう格好よく見せるかといことが実はすごく重

要なんじゃないかなというふうに思います。 

 

厨 僕もすごく悩んでいまして、僕らがやろうと

しているのは、とりあえず女子高生のバイトを雇

うということです。東京へ行くときに、そんな真剣

に目的があって行ったかというと、ないです・・・

僕が東京へ行ったときは、何となく東京に行きま

した。18で進学するときにも、何となく東京の大学

が楽しそうだから行くのであって、移住は雰囲気

だと思います。地方に行くのがクールというよう

な空気をまず作る。加藤君の言ったことはすごく

合っていて、いろいろ調べるとおもしろいのが、オ

ーストラリア人がニセコにアホみたいに行くのは、

最初にはまったオーストラリア人がばんばん宣伝

したから。オーストラリア人しか来ないです。オー

ストラリア人が暮らしやすいよと言ったから、オ

ーストラリア人が来ているので、移住した人間を

めっちゃ甘やかすと移住者は増えると思います。 

 単に情報の量がないから来ないだけだと思いま

す。東京に移住するのはハードルが低いです。（不

動産は）スーモを見ればいっぱいあるし、仕事の情

報もすごく発信されているので。仕事が見つけや

すくて、決まれば来るということになるので、地方

がやるべきことは、とにかく情報の量を増やすこ

と。FISHERMAN JAPANなどを見ていると、情報

を出したら、漁師修行に若い人が来ているので、情

報が出ればそれに付随して人はやってきます。き

ちんと情報を出せば状況は変わるんじゃないかな

と思います。 

 

髙橋 本当に今おっしゃられたとおりだと思いま

す。プラス、それが割と準備できた後のアクション

の一つの参考になればと思いお話しします。この

間たまたまフェイスブックを見ていたら、山形県

民の方だったと思いますが、渋谷のハチ公前で山

形県民もしくは山形市民だったか、そこに関係す

る人を大勢集めますというような周知をされてい

て、来た順番に001というように番号を付けて写真

を撮っていくという活動をしている方がいました。

別に何かの団体の取組などではなかったと思いま

すが。 

結構、蔵王にゆかりのある人という感じで、例え

ば都会の中心で掲げたら、何となくふらふらと人

が集まってきて、それがきっかけでコミュニティ

が生まれて、そこに先ほど出たような情報がしっ

かりと、こういう住まいがあるよとか、移住者も今

何人かいるんだぜという感じで出すと、今までず

っと東京のほうに目線が行っていたけれども、蔵

王に帰ってみようかなというような動線が、Ｕタ

ーンに限らず出てくるのかなと思います。 

 

渡邊 せっかくみんなが言っているので、大体同

じようなことを。一つは、待っていても来ないので、

働きかけることですね。（髙橋）ミクちゃんが言っ

たように、東京でも帰りたいと思っている人はい

るはずなので、自ら出向いていくというところは

必要です。定住しろとか、戻ってこいというのは重

いので、そこら辺を背負わせ過ぎるより、きちんと

地域の側が本気になるということがまず大事だと

思います。高校生にここで就職しなさいとか、戻っ

てきなさいという前に、本当に地域が若者の力を

必要としているのであれば、まずはそこから意識

を変えていくということが本当に必要です。そこ

から職業も生まれると思いますし、住まいも生ま

れると思うんです。あとは、戻ってくるということ

にマイナスのイメージがあるので、もっとシング

ルマザーの出戻りターンなどを促進してもいいん

じゃないかと思います。そういう多様性であった

り、受け入れる度量をつくっていったり、既成概念

をどう変えていくかということがこれから重要に

なってくるのかなというふうに思いますし、そこ

にどれだけ地域が真剣になれるかというところで

変わってくるのではないかと思っています。 
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山内 最後に、今日ゲストで来ていただいたお２

人に、５人のお話を聞いていただいて感想をいた

だいて締めとさせていただければと思います。 

 

中村 最後の質問はすごく本質だったと思います。

何か「地方＝ださい」というのが一時期、一昔前は

あったと思います。「格好いいものはないよね」と

か、「クールな人は余りいないよね」といったよう

に。今日は明らかそういう空気感じゃなくなって

きていると感じました。それはこの数年とか10年

以内ぐらいじゃないかなと思いますが、最後に空

気感というふうにおっしゃっていましたが、その

空気感が今はあると思います。「地方＝クール」、

そう言っちゃうとすごくチャラいんですが、やは

り格好いいものもあり、格好いい大人も可視化さ

れていて、実際に一つのプロダクトやポスター一

つにしてもデザインなども格好良くて、そういう

ふうにメッセージが尖ってちゃんと伝わるように

なってきている気がします。先ほどの僕からの質

問でもちらっとお話しさせてもらいましたが、僕

は地元が千葉、東京近辺なので、何となく東京的な

価値観の中で生きてきて、それはある意味、心地よ

くもあるんですが、それがワン・オブ・ゼムの選択

肢になって、フラットになってきつつあるなと感

じています。それは多分、今後もっと進むでしょう

し、東京と地方都市だけではなく、海外の都市も含

めて、自分の居場所をどこにつくるのかと言った

ことがすごくフラットに選択できる未来像が生ま

れてくるはずです。その先駆けとして、皆さんが開

拓しているところが、正にフロンティアなんじゃ

ないかなと思い、今日はそういったお話を聞けて、

僕自身すごく楽しかったです。ありがとうござい

ました。 

 

小松 さきほど、どこがいいですかという話をし

たときに、「この見える海がいい」、「ホヤがいい」

と言ったことに対して、地元の人は「海しかないじ

ゃん」なんて言ったりしますが、冷静に考えると、

海があるってすげえなと思うし、山があるってす

げえな、ミミズがいるってすげえというように、そ

ういう純粋な感動をしっかりと伝えていくことが

大事だと改めて感じました。 

あと、一つ福島県の話を紹介すると、観光などい

ろいろな分野で風評被害というものがあります。

そこで、いわき市や福島県は、東京からの観光客向

けに年間何千万円という費用を落とすんですね。

東京の人が、せっかくいわきに来たので、タクシー

の運ちゃんに「おいしいお寿司とか食べられると

ころありますか」と聞くと、地元の人は、「そんな

寿司なんかだめだ。うちの地元は何もねんだ」とい

うように言ってしまったりします。これでは、いく

ら外に情報発信しても、お客さんを逆に落胆させ

てしまうことになります。これから地方は、東京な

どに向けて情報発信していくのも大事ですが、窓

口はちゃんと開けておいて、地元の人がちゃんと

地元のいいもの、誇りに思えるものをしっかり育

てていくということが必要なんだろうなと。そう

いうときにＩターンで来たヨソモノの目線を持っ

ている人たちが、東京に向けて、「海、すげえいい

よ」ではなく、「いやいや、皆さん、この海やっぱ

すごいって」と、そういうことを地元に向けて発信

していくということが大事だと思います。皆さん

のように大学卒業後すぐいらっしゃった若い感性

というのを、これから僕自身もしっかり受け止め

て外に発信していくかという大変大きな収穫にな

った気がします。皆さんも地元に持って帰れるも

のもきっとたくさんあると思うので、その繰り返

しで地方がおもしろくなったらいいなというのを

再確認できたと思います。ありがとうございまし

た。 

 

山内 ありがとうございました。 

 それでは、このセッションもこの時間で終わり

ということで、今日は本当に皆さんからおもしろ

い話がたくさん聞けて、私自身も大変参考になり

ました。今日は「新しい東北」ということで、被災

地の復興から、これからどうやって地域づくりに

つなげていくかというところで言えば、先ほどあ

ったように基本フラットな、地域づくりゼロのス

タートポイントに立ったというところだと思いま

す。まだその地盤ができていないところもありま

すが、まさにこれからだと思います。 

 本日は５人の方に来ていただきましたが、震災

を機にどっと若者が流入したというところ、彼ら

が生み出したものや感じたもの、起きたこと、これ

が実は資産になっているんじゃないかという気が

します。そういう意味では、ほかの地域よりも実は

ものすごく進んでいるんじゃないかというところ

もあると思います。ただ、さきほど小松さんがおっ

しゃったように、地域の人がそれをどう感じるか、

それを誇りに思うのか、発信できるような言葉に

できるのか、そこが今から問われてきます。それは

５年目を向かえようとしている中で地域の力に変

えていくためのギヤチェンジができるかという、
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一つのターニングポイントなのではないかと感じ

ました。 

 まだまだ、これからということで、皆さん、是非

今日の話を参考にしていただいて、御自身の地域

に役立てていただければと思います。 

 今日はどうもありがとうございました。 

 

 

※出演者の敬称は省略させていただきました。  
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