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すぎなみ ソーシ ャル ・デザ イン塾 〜杉並 をデザイ ンする 社会 起業家 になる
公開講座 ：「 好きな まち で仕事 を創る 」
講演者： ＮＰＯ 法人
日時

エテ ィック ・フェ ロー

広 石拓司 さん

： 平成１ ８年 ６月２ ８日

広石拓司 さん講 演内 容
今ご紹介 いただ きま した NPO 法人エ テ ィック・ フェロ ーの 広石と 申しま
す。どう ぞよろ しく お願い 致しま す。
テーマ は、
「好 きな街 で仕事 を創る 」と いうこと です 、僕達 の団体 は、仕
事を創る って いうか 、特に 若い人 達が自 分自身で 自分 のこだ わって いるテ
ーマで何 か仕 事を創 るとい う、自 分自身 でチャン スを 創り出 して、 このよ
うな事が 出来れ ば良 いとい う形の 活動を して来て います 。
僕自身 はず っとシ ンクタ ンクに 勤務し て、市民 参加 の話と かをず っとや
ってきた ので すけれ ども、 ５年位 前から 、この世 界に きてし まった という
感じで、 今は主 にこ ちらの NPO で活動 していま す。
私達の 団体の エテ ィック は、元 々は 93 年からス タート しま して、1 番最
初は早稲 田大 学で企 業家を 招いた 勉強会 から始ま った わけで すね。 ちょう
どその頃 は第 2 次ベン チャー ブーム と言 われてい る時期 で 、孫さ んが結 構
大きくな って メジャ ーにな ってき たとか 、新しい 感覚 で起業 するベ ンチャ
ーの起業 家が少 し注 目され た時期 でした 。
その時 に大 学生で 、その ような 人達の 話を聞い てみ たいと いう勉 強会が
あったの です が、若 い時に やりた いこと があって も、 なかな か実践 が出来
ない。た だ、 やりた い気持 ちがあ っても 、当時は 学生 の起業 は盛ん ではな
いし、学 生の 力も足 りない とか、 いろん な事で直 ぐに は、学 生が考 えた事
業を実現 する には難 しかっ たので すが、 やっぱり 何人 かは実 際に環 境の分
野で、自 分で会 社を 作りた いとか 、自分 は福祉の 分野で NPO をやってい
きたいと か、 大学生 の時代 からそ ういう 風にいう 人達 がいた ので、 そうい
う人達を 応援し よう じゃな いかと いう活 動が続い ていた 。
例えば 、楽 天が起 業した ばっか りの頃 で、専任 のス タッフ を多く 雇うだ
けのお金 も未だ ない ので学 生が入 って手 伝ってた りとか して いた訳 です。
そうす ると 非常に 経営者 にとっ てもラ ッキーだ し、 学生に とって 新しい
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会社が生 まれ て行く 瞬間を 体験す ること が出来き る。 学生が ベンチ ャー起
業家と一 緒に 働くっ ていう のは、 学生に とっても 起業 家にと っても 良い関
係を作れ るん じゃな いかな ってと 考えて いた。ち ょう ど、仲 間でア メリカ
の環境活 動に ついて 研究し ている 人がい て、アメ リカ では、 ３ヵ月 とか半
年間くら い大 学生が ベンチ ャー企 業で働 くような イン ターシ ップが 一般的
だという 。アメ リカ の西海 岸では 、それ こそ環境 NPO が盛んで、 例えば
全米の大 学生が 夏休み 2 ヶ月 とか 3 ヶ月 とか、西海 岸のロ サンジ ェルス と
かサンフ ランシ スコの NPO や企業に 行 って、そ こでや った 研究成 果なん
かがどん どん 全米の 環境政 策なん かにも 反映され てい る。そ ういう ことを
日本でも 出来な いの かなと 考え、96 年か ら長期型 インタ ーシ ップと いうも
のを日本 の中に まず 導入し ようと いう活 動を始め たので す。
学生と か、NPO のスタッ フとか 、ベ ン チャーの スタッ フと かそれ ぞれだ
けでは動 きに くい所 をちょ っと連 携して 一緒に動 かす 事が出 来れば 、何か
社会がち ょっ と動く んじゃ ないか ってい う気持ち から 、そう いった 長期型
インター シッ プって いうの を仕組 み化し ようと考 えた 。我々 も長期 型イン
ターシッ プを 事業化 してき まして 、いろ いろ失敗 とか も重ね ながら も、知
識などを 蓄積し てき ました 。10 年間ほど 続けてま して、 大体 延べ で 1800
人近い学 生がイ ンタ ーンを しまし て、そ のなかか ら 60 人から 80 人くら い
が企業経 営者と なっ ている 。
その中で 地味な んだ けど、 あまり お金に 振り回さ れない で淡 々と仕 事を
やり続け て行 く事で 、例え ばリサ イクル ショップ を新 しい形 で作り たいと
か、自分 は、 アフリ カで作 ったも のを売 りたいと か、 そうい う地道 に活動
している 若者 たちの 成長を 支援し たいと 考えた。 自分 自身で やりた い事と
か、社会を こうい う風に 変えた いとい う 思いを実 現する 為の ツール として 、
起業して いく若 者達 を応援 したい と思っ ていたら 、丁 度 2000 年位から日
本に社会 起業家 って いう言 葉がだ んだん 流行り始 めて来 たん ですね 。
イギリ スと かアメ リカと かで、 地域づ くりをビ ジネ ス的な 手法を 使って
やってい こう とか、 アメリ カでも そうで すけど、 単に ホーム レスの 支援と
言うのを 助成 金でや るだけ じゃな くって 、どんど ん自 分達ビ ジネス 的な手
法で、周 りか ら囲む ように して行 って事 業として ホー ムレス 支援を 成功さ
せるビジ ネス 家が現 れて来 ていて 、そう いう人達 を社 会起業 家って いうん
だという ことを 僕ら は学ん だわけ ですね 。
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丁度僕 も、 市民が 地域社 会で自 分たち 自身で問 題解 決出来 るよう な社会
を作れる ので はない かと模 索して きた時 だったの で、 その頃 から社 会起業
家のスタ ート 支援、 学生の 人達が スター トするよ うな 支援を 後援し てきま
した。
エティッ クの活 動の 歴史の 1 つ目は、起 業家を招 いた勉 強会 で、出会 い
作りを僕 達は やって きたの かなと 思って います。 起業 家自身 の大切 な想い
を学生と 分か ち合う こと。 二つ目 は、ベ ンチャー 起業 家と学 生が、 ベンチ
ャー企業 で時 間をか けて学 生が勉 強する 、単に出 会う だけじ ゃなく って一
緒に成果 を出 そうと か、何 か一緒 に形に して行こ うよ ってい う事が 、長期
実践型イ ンタ ーシッ プの事 業なの かなと 思ってい ます 。三つ 目は、 さらに
つながり と共 感とい う連帯 感から 新しい 仕事も創 れる じゃな いかな という
ことをよ りア クショ ンにし たのが 社会起 業家のス ター ト支援 という 活動で
した。
長期実 践型 インタ ーシッ プ事業 は、主 に東京の 大学 生と東 京のベ ンチャ
ー企業で やっ ていた んです けれど も、大 学生と地 域の 経営者 が出会 うのに
インター シッ プが良 いツー ルなん じゃな いかと経 済産 業省か らちょ っと注
目をして いた だいて 、エテ ィック でやっ ているよ うな 事を全 国の他 の地域
でも出来 ない か、全 国に普 及でき ないか って言う 事で 、スタ ートし たのが
2004 年からチ ャレン ジ・コ ミュニ ティ 創 生プロジ ェクト って いう四 つ目の
プロジェ クトが スタ ートし ました 。3 カ 年間国か ら投資 をし て貰っ て３年
後は自立 しろと 、今 、全国 で 15 団体 く らい育っ ている けれ ども、 もっと
増やして 行き たいと 考えて います 。チャ レンジ・ コミ ュニテ ィ創成 プロジ
ェクトは 全国 の様々 な都道 府県の 若い人 達が、自 分の 地元の 企業人 に出会
う機会が ない。エテ ィック では、地元の 企業、地 元の経 営者 とか、NPO と
の出会い とか「つ ながり」を作る。そう い うつなが りを生 み出 せるよ うな、
つなぎ屋 を全 国に作 ってい く事業 まで今 発展して 来て いる。 エティ ックは
こういう 形の仕 事を してい る団体 です。
例えば 1 つ卒 業生達 の例で、株式会 社 ワーク・ラ イフ バラン スの小 室淑
恵さんは 、資 生堂に 最初勤 めてい たんで すけれど も内 定貰っ て大企 業に入
るんだけ れども 、IT の 事も勉 強して お きたいみ たいな 感じ で、IT ベ ンチ
ャーでイ ンタ ーンを してか ら入社 した。 そんな経 験を 活かし て資生 堂に入
ってが、 資生 堂は女 性の社 員技術 が高い ので、常 時何 百人の 単位で 出産休
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暇を取っ てい る女性 社員が いるん だそう ですね。 一般 に女性 の出産 休暇っ
て凄くキ ャリ ア・ス トップ ってい う風に 考えられ がち ですけ ど、実 は彼女
自身がア メリカ に留 学して いる時 に、
「出 産ってい うのは 仕事 を離れ て、リ
フレッシ ュす る期間 だよ」 と言わ れた事 をショッ クだ った体 験があ った。
出産休暇 の間 に、例 えば新 しい語 学の勉 強しよう とか 、新し いスキ ルを身
に付けた いか みんな が考え ている のでは ないか。 育児 休暇っ ていう のは次
の人生の ステ ップと いうコ ンセプ トと考 え、休職 中の 職員向 けのネ ット講
座を資生 堂の 社内向 けに作 ったん です。 この講座 が非 常に好 評で、 最初は
社内向け に作 ったつ もりが 他社か らもど んどんこ の講 座を社 員向け に取り
入れたい とオフ ァー が来て、50 社くら い が導入さ れてい る様 な仕組 みにな
って来た 。
彼女は 去年 退職し まして （株） 日本ア ンチエイ ジン グ研究 所を経 て、株
式会社ワ ーク ・ライ フバラ ンスを 設立し 、次の目 標で ある「 起業す る」こ
とを進め てい る人で す。彼 女なん かも、 単に大企 業に 入った からそ のまま
言われた 事を するっ ていう よりか 、自分 自身で気 付い た事と か自分 の問題
意識を何 とか 形にし て行き たいみ たいな 事で凄く 頑張 ってい る人だ なと思
っており ます。
それか ら、 社会起 業家ス タート 支援事 業卒業生 の例 ですが 、村田 早耶香
さんとい う人 で、Ｎ ＰＯ法 人「か ものは しプロジ ェク ト」と いう事 業をし
ています 。彼 女は大 学生の 時にタ イとか カンボジ アに 行って 、そこ で子供
が売られ てい るって いう状 況に非 常にシ ョックを 受け た。彼 女は東 京で何
とかして カン ボジア の子供 達を救 いたい 思いから 、東 京でそ ういう 話を彼
女はずっ と回り にし ゃべっ ていた 。カン ボジアと かにも 最近は IT 産業っ
ていうの もあ ること に気が 付いた 。たま たま仲間 でそ ういう ことや りたい
っていう 学生と 出会 って一 緒に東 京で IT の仕事を 受注し て、そ の一 部を
カンボジ アで パソコ ン教室 を経営 しなが ら人材を 育て 、仕事 の一部 をカン
ボジアで やっ て貰う という 、カン ボジア の子供達 の職 業訓練 という 新しい
仕組みを 作ろう って いう事 で非常 に頑張 っている 。今 3 年 目と か 4 年目 で、
実際まだ そこ まで大 きな仕 事はカ ンボジ アでは出 来な いんで すけど も、実
際パソコ ン教 室カン ボジア 事務所 も出来 て、パソ コン 教室を やった り、パ
ソコン教 室の 卒業生 が出た りして います 。仕事の 例で すが、 デジカ メ写真
の画質調 整と かを受 注して いる。 そうい うのを例 えば まとめ て受注 をして
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何とか事 業化し よう 見たい な、そ ういう 事で取り 組んで いる 。
彼は駒 崎弘 樹くん という 人で、 もし時 間があれ ばち ょっと ビデオ で紹介
したいん です けれど も、彼 がやっ ている のは病児 保育 ってい うテー マで、
保育園で 病気 の子供 って預 かって くれな いじゃな いで すか。 彼は、 看護婦
さんの OB な どで今 働いて いない 人達 を ネットワ ークし た。 急に自 分の子
供が熱を 出て 保育園 で預か ってく れない んだけど 、ど うして も会社 で会議
があるか ら行 かなき ゃ行け ない時 に電話 して貰う と、 レスキ ュー隊 って呼
んでます けど 元看護 婦の人 なんか が、お 医者さん と連 携して 子供を 預かっ
てくれる そう 言う仕 組みを 今中央 区とか で、ビジ ネス 化しよ うとい う形で
取り組ん でいる 人で すね。
秋葉秀 央君 ってい うのは 、彼自 身は千 葉で農家 の子 供で育 ったん ですけ
れども 、自 分が中 学校の 時に親 が離農 し 、農業は絶 対衰退 産業 だと思 って、
だから絶 対に 農業だ けは行 きたく ないと 思ってた 。彼 が大学 生にな ってか
ら実は自 然環 境にや さしい 農業と かで頑 張ってい る農 家があ るがそ ういう
人達って やっ ぱり販 路を確 保する ことが 出来なく て困 ってい ること を知る
ようにな った 。そう いった こだわ りの農 家と一緒 に米 を売る サイト を立ち
上げたり 、こ だわり のお米 をこだ わって 提供する レス トラン と結び 付ける
とか 、そう いう形 で何か ビジネ ス化が 出 来るんじ ゃない かな という ことで 、
お米ナビ という サイ トを作 ってい るよう な人です ね。
それか ら彼 女は石 戸奈々 子さん って言 う人で、 彼女 は海外 に留学 してい
る時に、 非常 に海外 って子 供達の 想像力 が育むよ うな ワーク ショッ プとか
いっぱい ある んです よね。 例えば アニメ ーション を作 ろうと か、い ろんな
化学実験 が出 来ると か、そ ういう ワーク ショップ を活 用して 想像力 を磨く
事が凄く 盛ん なのに 日本で はない ってい う事に気 がつ いた。 子供が 特にイ
ンターネ ット とか使 って、 子供が 楽しく 遊びなが ら想 像力を 育む様 なそう
いうワー クシ ョップ が出来 ないか という 事で、彼 女は そうい うワー クショ
ップをど んど ん作り 出して 、いろ んな地 域で活動 して いる人 達に提 供して
行くとい う、そ う言 う風な 活動を 今はし ています 。
このよ うな 活動に 取り組 んで来 たエテ ィックで すが 、本日 の講演 は「好
きなまち で仕 事を創 る」と いうテ ーマに なってい ます 。エテ ィック で社会
起業家の スタ ート支 援事業 として 、社会 起業家の プラ ン・コ ンテス トを募
集すると 、全 国から いろん なテー マの若 い人達か らの プラン の応募 がどん
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どん集ま って きた。 スタイ ルとい う名前 で、若手 社会 起業家 を目指 す人の
プラン・コンテ ストを やりま すと 、
「社 会 起業家」という 言葉に 反応し て応
募者が全 国から 100 通くらいあ るんで す けど、60 通から 70 通は東京 圏な
んです。 でも、1 次審査 2 次審査 って や って行く と、何 故か 東京圏 の比率
がどんど ん下 がって 行って 、最後 ファイ ナリスト って 呼んで います けど、
最後に発 表する ６人 、そ の内 5 人とか 4 人が地方 の大学 であ ったり 、地 方
で現場を 持っ ている 人って いう風 にな傾 向があっ た。 これは 何かな って考
えた時に 、東 京は大 学生と か若い 人達が なんでも 始め る時に 凄く始 め易い
環境を持 って いる。 しかし 、東京 では、 何か始め る事 は簡単 だけれ ども単
なるイベ ント でおし まいに なる可 能性が ある。地 方の 学生さ んが何 か始め
ると、地 域は 「つな がり」 で出来 ている ので地道 な息 の永い 活動に なる。
東京で例 えば 「南極 を考え る」っ ていう イベント やっ ても、 あまり 誰も注
目してく れな い、メ ディア とかあ まり取 り上げら れな いけど も、島 根で同
じ事をや ると 凄く注 目され て意外 に地域 のベテラ ンの 人達が 凄く応 援して
くれたり する。
東京の若 い人達 がい ろいろ やって いるけ ど、若い 人達同 士の イベン トに
なってい る場 合が多 い。我 々は若 い人達 の起業を 一生 懸命応 援しよ うとし
て来きて 、う まくい ってい る人は 、大人 の人との 「つ ながり 」づく りがう
まい人だ と僕 らは実 感した 。地方 では、 つながり づく りが目 に見え る形で
できる。 逆に だから 「つな がり」 がある から「し がら み」に なった りはす
るんです けど も。た だ、何 か地域 には、 新しいチ ャレ ンジの 形があ るんじ
ゃないか なと実 感し たんで す。
東京で社 会起業 家の ワーク ショッ プをや った時に 、参加 して くれた 若者
が自分は 新潟 のちょ っと山 奥の出 身で故 郷は「し がら み」が あって 問題ば
かりがあ ると 東京へ 来たん だけれ ども、 ワークシ ョッ プに参 加して 聞いて
見て「自 分で 仕事を 創って いけば 自分の 故郷でい ろい ろ新し い事を 出来る
かも知れ ない 」と考 えた。 どうし ても公 務員にな るし かない みたい な感じ
があった のが 、
「 なんと か新 しい事 に挑戦 しようと 思うん です よ」み たい な
相談が結 構た くさん くるん ですね 。その ような若 者た ちのよ うに、 地域で
起業した い人 のため に、実 際に地 方で地 域に密着 した 形で新 しい仕 事を創
っている 人達 は、実 はたく さんい てそう いう人達 のノ ウハウ とか、 こうい
う風な事 がポ イント でやっ ている んだよ って事を まと めて伝 えたい なと思
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って作っ たの が「好 きなま ちで仕 事を創 る」って 本で す。僕 は、編 集長を
担当しま した。
エティ ックは 、
「好き なま ちで仕 事を創 る」と いう本 で取り 上げた 事例 な
んかを紹 介し て、こ う風な 人達が いるこ とをお伝 え出 来てい るのか なって
思う。
この本か ら実例 をご 紹介し てみま す。
1 つ目は 、「いろ どり 」（徳 島県上 勝町 ）の事例で NHK の番組 に出て い
るので、 もし かした らご覧 になっ た方が いるかも 知れ ません けれど も、彼
等がやっ てい るのは 山にあ る葉っ ぱ、た とえばお 寿司 とか料 亭の料 理とか
に付いて 来る紅 葉と か南天 がある じゃな いですか 、彼 等が 年商で 3 億円近
く、「 ツマモ ノ」 を売っ ている 。某お ば あちゃん とか 結構稼 いでい まして 、
このおば あちゃ んの 家にあ る柿の木 1 本 で 30 万円年間現 金化 される とい
う、そう いう おばあ ちゃん なんで す。こ こは徳島 県上 勝町っ ていう 所です
けども 、人口 2 千人で 高齢 化が進 む山合 の町、田舎の 町です 。山間 地な の
で坂ばか りで 高齢者 の人達 が外出 できな い。横石 知二 さんは 徳島市 内の方
の出身で すけ れども 、農協 の職員 で上勝 町に配属 にな ってき てみた らば、
おじさん 達が 集まっ て一生 懸命う ちの街 には産業 が無 いとか って、 同じメ
ンバーで 同じ議 論ば っかり 繰り返 しやっ ている 、
「 なんだ これは 」み たいな
感じで問 題点 に思っ て、例 えば彼 自身は 「山に葉 っぱ があっ て働き 手の高
齢者がい るじ ゃない か」と 、なん かこう いうもの を使 って何 か新し いビジ
ネス生ま れる んじゃ ないか って非 常に頑 張った訳 です ね。山 の木々 、草を
求めて料 理に 添える 「ツマ モノ」 として 売り出す こと を事業 化して 行って
行きまし た。葉っぱ を「ツ マモ ノ」と し て出荷し て 3 億円近い 事業を 生み
出してい ます。
面白か ったの は、例え ば料亭は 1 日 200 膳も 300 膳もつ くるわ けで すね 。
料亭の料 理の 配膳な どは基 本的に 同じ形 をしてい る。 だから 実は紅 葉とか
も同じ形 の物 でなけ れば困 るんで すね。 単に山の 葉っ ぱだけ を集め て「ツ
マモノ」 にし ても色 も形も ばらば らなん で、山の よう に紅葉 が来て も、選
ぶ事が料 亭で大 変だ ったり するん ですね 。
ここで やっ たのは 、おば あちゃ んが一 生懸命こ うや って手 作業で 振り分
けている んで すね。 大・中 ・小見 たいな 感じで。 最初 は自然 の色風 合いが
良いだろ うっ ていう 事で、 例えば まだら が入った 紅葉 とかな んかを 出荷し
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ていたん ですけ ど、
「 同じ色 じゃな いと困 るんだ 」と いう料 亭の注 文だっ た 。
同じ色で 同じ 形の紅 葉って いうの をおば あちゃん 達が 一生懸 命セレ クショ
ンして行 って出 荷す ると。 こうい ったお ばあさん 達、75 歳とか 80 歳前位
の人達で すけ れども パソコ ンでネ ットを 使って日 々の 売上額 という 様な事
をフィー ドバ ックし ている 訳です ね。お ばあちゃ んが 今日出 荷した やつを
いくらで 売れ たかみ たいな 事をリ アルに 把握して いて 、多少 雑にや ったな
らば全然 売れ なかっ たりと か、ち ゃんと やってい れば 高い値 段が付 くんだ
とかが分 かる 。例え ば季節 物なの で季節 のタイミ ング がある んです ね。紅
葉も日本 中の 紅葉が 出てい る時っ て価値 が出ない んで すけど 、京都 で紅葉
する 1 週間前と かに出 荷すれ ば、凄く 高 い値段で 出たり する って事 をおば
あちゃん 達が 一生懸 命こう データ とかを 見ながら 、自 分達な りに工 夫して
やれる様 なそう いう 仕組み を横石 さんは 10 年ぐらい かけて システ ムを 作
られて未 だに大 阪の 市場の 市場で はシェ アが 6 割 から 7 割とな ってい る。
彼はこう いう形 で仕 組みを 作って 事業を してきた 。
単にお ばあ ちゃん 達に「 どうぞ これや って」み たい な感じ でなく って、
横石さん が高 齢者達 に仕事 の意味 を丁寧 におしえ てい く。何 でこれ をしな
きゃいけ ない のか。 横石さ んは最 初自腹 切ってお ばあ ちゃん 達を料 亭に連
れて行っ て、
「こ うやっ て紅 葉使わ れてい るのよ 」って 実際に 配膳を 見て い
ただく。最 初に やろう とした 時に 1 番シ ョックだ ったの が、紅 葉を売 って
まで金を 稼ぎ たくな い、葉 っぱを 売って まで金を 稼い だらみ っとも ないっ
て凄い周 りか ら言わ れたそ うです 。そん なものを 売っ て金稼 いでも 笑い者
になるか らっ て言わ れて、 でもそ の時に そのおば あち ゃん達 を料亭 に連れ
て行って 、「 ほら、 こう やって やれば 山 の木々が こうや って 活きる んだよ 」
みたいな こと伝 えた りとか 、1 個 1 個数 値 でフィー ドバッ クし てあげ れば、
何で形を そろ えなけ ればい けない のかっ て言うの が、 非常に 実感と して分
かる訳で すよね 。
そう言 う形 で、丁 寧に仕 事の意 味を伝 えて行っ て、 日々の 仕事の 中で考
え挑戦す る機 会を提 供する ってい う事を 横石さん は、 ある意 味非常 に工夫
をされて 事業 化され て来た と。そ の中で 僕なんか がイ ンタビ ューを して印
象的だっ たの が、横 石さん がその これを やってい て一 番嬉し かった のは何
ですかっ て聞い た時 に、「いろ どり事 業 があるか ら自分 が自 分でい られる 」
っていう 風に おばあ ちゃん が言っ てくれ たという 。も しもこ のいろ どり事
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業の仕事 がな かけれ ば家の 中でや る事が ないし、 外出 も出来 ないし 、社会
的な繋が りっ てない ですよ ね。で もこう やって仕 事し ている から、 例えば
1 日何も連絡 しなか っただ けで、 携帯 電 話に電話 がかか って きたり とか、
詳しい説 明な ど電話 がかか ってく る。孫 に何か買 って あげた いって いって
も、やっ ぱり 自分で 稼いだ お金で 、孫に 何かプレ ゼン トして あげら れると
か、そう いう 事が出 来るっ ていう 意味で 、何か自 分は 自分で いられ る。仕
事をする って いう事 は、単 にお金 を稼ぐ というこ とも あるの だけれ ども、
自分の裁 量権 みたい なもの を確保 するっ ていう事 に繋 がって いるこ とが僕
も実感し ました 。
（注）知 の市 庭サイ ト「０ ６年度 市庭の 観点その １」 をご覧 くださ い。ビ
ジネス的 な視点 で本 件の解 説がし てあり ます。（６月 ２８日 の項 ）

少し違う タイプ の人 で、同 じ四国 ですけ ど高知県 中土佐 町は 、高知 市か
らちょっ と西の 方に 車で 1 時間位 いっ た 所にある 風工房 と言 うケー キ屋さ
んがあり ます。 中土 佐町に 、8 年くらい 前ですけ れども 8 軒のイ チゴ農 家
があった 、イ チゴっ て農協 に出荷 するに は規格が 同じ 大きさ じゃな いとい
けないか ら、大き かった り小さ かっ たり 自然が作 るので 実は 3 割から 4 割
くらい捨 ててい る。それが 非常 に勿体 な いので何 かした いと いう事 で、
「イ
チゴとい えば ケーキ でしょ う」と 。この 人達はケ ーキ なんか 作った 事がな
かったで すけ ど、イ チゴケ ーキを 作る事 を事業化 しよ うって 事に挑 戦しま
して、や り始め たの です。
彼女達 が賢 明だっ たのは 、市か ら助成 金を貰っ たん ですけ れども 、その
助成金を 何に 使った かとい うと、 大阪の 有名なパ ティ シエを 呼んで 来て、
研修会を やっ て貰っ て徹底 的にこ のおば ちゃん達 、自 分達を 鍛えて 貰った
んです。 そう する事 で新鮮 なイチ ゴを使 った美味 しい ケーキ だって 事で評
判になっ て、店 開けて みたら なんと 半年 間で 3000 万円と か 4000 万円売 り
上げてし まっ たので す。そ うする とこの 主婦の人 達は 、フル タイム でいく
ら作って も足 りない ぐらい で、一 生懸命 ケーキ屋 が面 白い面 白いと やって
いたらば 、何が 問題 になっ たか。 みなさ ん考えて くださ い。
農家の 主婦 が家を ずっと 空けて いる、 しかもイ チゴ が取れ る時期 に家を
ずっと空 けて いるこ とが問 題とな った、 家族会議 でケ ーキ作 りに関 わった
主婦たち がバッ シン グに合 い始め てしま った。
「 イチゴ 農家の 主婦が 出荷の
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最盛期に ケー キ屋に かかり きりで 良いの か」って 事で 、その 時に自 分たち
で考えた 決断 が凄く 偉いっ ていう か。店 はどうし ても 続けた いし、 自分の
仕事と家 族の 仕事が 両立で きない のかっ ていう事 で、 彼女達 は考え てどう
したかっ ていう と、 創業メ ンバー8 人（ オレンジ 色の頭 巾） が週 2 回の勤
務ローテ ーショ ン制 にした のです 。
今日 は A さん と B さ ん次 は B さん と C さん見た いな感 じで やる事 にし
ていく。 その 他にこ の茶色 い頭巾 とか青 い頭巾の アル バイト の子で すけれ
ども、ア ルバ イトの 子達を 入れて ケーキ 店を回す って 事をし ていた 。そう
いった結 果、週 5 日は農 家の主 婦をや り 、2 日は ケーキ 屋さん が出来 る状
況を作る 。今ま では ここで は年 商 7500 万円ぐら いをず っと 8 年間毎 年続
けている んで す。そ れは増 えも減 りもし ません。 それ は何故 かと言 うと、
農家から 出て くるイ チゴの 半端品 を使い 切るのが テー マなの で、１ 年間の
ケーキ作 りのそ れが なくな ると終 わりで す。
その中 で非常 に印 象的だ ったの が、多 くの場合 、ビジネ スか家 庭かっ て、
二者択一 を凄 く迫ら れる訳 ですよ ね。皆 さんの中 にも 多分ご 経験あ る人も
多いと思 うんで す。 彼女達は 2 日ケー キ 屋で、5 日農家 の主婦 をやる って
いう事を した 。それ は良い のかっ て言う とローテ ーシ ョンだ から店 が楽し
みだし、 だか ら家の 仕事も 頑張れ るとの 話だった 。農 家の主 婦って いうの
は毎日や る事は 365 日ある。イチ ゴ農 家 の主婦が １週間 でや ってい ること
を 5 日間でやら なきゃ いけな いので 、結 構効率化 をする 為に 考える 。
しかも 2 日間は自分 の好き なケー キ屋 の 仕事が出 来て自 分の ポケッ トマネ
ー、自分自 身が 稼いだ お金が 入って くる 。だから 8 年間モ チベー ション が
下がらず にやっ てこ れたの ではな いでし ょうか。
違う例 としま して、Ｎ ＰＯ 法人「不 忘ア ザレア」の 話をち ょっと しま す。
これは宮 城県 の白石 市の白 石蔵王 スキー 場って所 です けれど も。い わゆる
有名な樹 氷と かの蔵 王は山 形県で す。そ の手前に 蔵王 白石ス キー場 って所
が実はあ って 、東京 の人は 誰も知 らない です。東 京か らの観 光客の 競い合
いをして いまし たが 、白 石市に あった こ のスキー 場は 、競 い合い に負け た。
誰もこっ ちに 来ない ので経 営が行 き詰っ た。実は スキ ー場は 山中な ので結
構牧場が 多い のです 。牧畜 業が多 い地域 で冬場に 仕事 がない 、そう いった
意味では 仕事 の場が 必要だ と、だ からス キー場が つぶ れたら 困る、 また、
家族の遊 び場 として 市民の 人達が 実は凄 い楽しみ にし ていた スキー 場だっ
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た。だか らそ ういっ た意味 ではス キー場 は、私た ち市 民に不 可欠な 物だっ
ていう事 で日本 で始 めて NPO がスキ ー 場を運営 してい ます 。スキ ー場の
所有は経 営破 綻した ので市 に寄付 された から市の もの です。 ＮＰＯ の代表
は温泉の 主人で すけ ど、実は車 でスキ ー 場から 1 時間ぐ らいの 温泉の 主人
なので、 スキ ー場と メリッ トはな かった んです。 地域 の伝統 工芸を 大切に
する会の 会長と かや ってい た方で す。
そうす ると「お 前は伝 統工 芸を守 るの に、スキー 場は守 らない のか」と 、
周りの人 に言 われて 、スキ ー場の 代表も やるかみ たい な感じ でスキ ー場の
経営もや り始め た。 市民の 有志が NPO を設立し て経営 参加 した、 スキー
場の職員 は残っ た。
その時 に彼は 何を やった かとい うと 、一番最初 に問題 にな ったの が、
「ス
キー場の カレー は 1000 円する」 こと が 問題にな った。 結局 それは 何かと
いうと、 ずっ と観光 客モー ドだっ た訳で す。実は 市民 に来て 欲しい と言い
ながら、 観光 客モー ドでや ってい たので 、例えば 町の 人が行 くとし たら、
家族 5 人 で行っ てカレ ー1000 円だ と 4000 円です 。そし たら土 曜日 に 4000
円の昼食 代をだ すっ て事は ありえ ないと 。
もう 1 つは、例 えばみ なさん スキー 行 かれたら ば、大 体リフ ト券っ て大
体半日券 とか 1 日券と か 3 日券です 。そ れはおか しいと 。つ まり 土曜と か
日曜なん かは ゆっく り家を ゆっく り寝て いるのだ と。 お昼食 を作る のがめ
んどくさ いから 、お昼 に行っ て食堂 で食 べるのだ と。そ したら 大体 2 時ぐ
らいにな るのだ と。で も晩御 飯は家 で絶 対食べた いと。そうす ると 2 時間
利用券で 良い のだと 。よし 、二時 間券を 作れみた いな 話を市 民の人 が言っ
たのです 。お ばちゃ ん、お じち ゃん、子 供がいっ ぱい遊 びに 来て 2 時間券
でスキー してカ レー やラー メンとか 400 円とか 500 円で食べら れる から 、
ちょっと 1 日遊 びに行 って、家族で 行っ ても 5000 円とか 6000 円で済む っ
ていうそ うい うスキ ー場に なった 。そう した事で 、市 民の人 達が前 はなん
か遊びに 来たい けど 、シー ズンに 2・3 回行けば 良いと ころ を毎週 の様に
来てくれ る様に なっ た。逆 に客が 安定し て売り上 げが逆 に伸 びたの です。
スキー 場の 関係者 はお客 さんの 声を聞 けば聞く ほど 良いの だと気 が付い
た。単に NPO だからうま くいっ てい る のではな い。ス キー 場のス タッフ
が真摯に お客 様の声 を聞く とはど ういう ことなの かと か、そ れは逆 に市民
の人達が 本気 で自分 達が使 いたい スキー 場ってい うの は、こ ういう スキー
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場だって 事を 一生懸 命コミ ットし た事に よって、 スキ ー場の 意識も 変わっ
たし、そ うや ってみ んなで 支え合 う市民 のスキー 場っ てのが 実現し ていっ
たのでは ない かなと 思うの です。 そう言 う形でこ こも 安定し て今は だいぶ
6・7 年経つ のです けれど も安定 して経 営 は出来て います 。
あともう 一つ、 こど も環境 活動支 援協会 （リーフ ）とい うＮ ＰＯが あり
まして、 代表 は小川 雅由さ んです 、この 方は西宮 市の 市役所 の環境 施策の
担当者だ ったの です 。
彼が非 常に 感じた 事は何 かって いうと 、市の環 境の イベン トを一 生懸命
やってい たら なんと 来るメ ンバー は毎回 同じなん です よね。 違う場 所、ど
こでやっ ても 大体来 ている メンバ ーは一 緒だと。 彼は 疑問を 持った 、どう
すれば全 市民 が参加 できる のかっ ていう 事を彼は 、結 構真剣 に悩み 始めて
追求した んです ね。
考えた のが 何かっ ていう と、行 政は学 校とは組 みや すいと 。何を したか
っていう と、 子供の 活動を 大人が 認める 仕組みを 作ろ うって いう事 で、子
供達にス タン プカー ドを渡 して、 自分が 環境に良 いと 思う事 をした ら、大
人に申告 して 下さい 。先生 とか文 房具店 とか、い ろん な地域 の商店 街の人
達がみん なハ ンコを 持って いて、 子供達 が「僕は こん なに環 境に良 い事し
ました」 とか 「環境 をこう いうと こを改 善、ここ は変 わりま した」 みたい
な事を申 告する と、 おっち ゃん達 がハン コ押して くれる んで す。
ハンコ をも らって スタン プがた まると 、なんか 商品 が貰え たりと か、バ
ッチが貰 えた りとか 、商店 街から 何かプ レゼント 貰え たりす る。そ うする
と子供達 がそ うやっ て町で 一生懸 命やる 事によっ て、 親はも ちろん ですし
商店街の 人達 とか、 全然こ れまで 環境問 題という 事に 関心が 無かっ た人達
が、非常 に環 境にコ ミット 出来る 。環境 問題に関 われ る仕組 みを彼 は頑張
って作っ たので す。
この仕 組みは いい、良いの で隣の 市か らもやり たい 、
「小 川さん 、指導 し
てよ」みた いな感 じで頼 まれ 始めた ので す。また、彼 は市役 所職員 なので 、
職場異動のリスクもある訳です。どうしたかって言うと、じゃあいっそ
NPO に作 ろうっ ていう 事で、 彼は職 員 だったの ですけ ど、NPO 設立 をお
手伝いし てその 事業を NPO で運営出 来 る様に彼 はアシ スト して来 た訳で
す。
そうし たら 他の地 域で同 じ様な エコク ラブシス テム をやり たいと 他の地
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域の受託 が出 来た。 今専任 スタッ フが育 って来た し、 さらに ここで やった
仕組みが 、環 境庁環 境省の 全国施 策にも なったん です 。環境 省全国 子供エ
コクラブ が出 来た、 それで 小川さ んはこ の事務局 をや ったり とか、 それは
どうして も市 役所だ ったら 出来な かった 事です。 彼は ずっと 市役所 と兼務
していた が、 今年の 春につ いに辞 めてし まった。 行政 の職員 が自分 の本意
で環境施 策をや ろう と思っ た結果 、NPO が出来て その NPO が自立し て行
った、こ ういう 形で 発展し ていっ た訳で す。
先ほど チャ レンジ ・コミ ュニテ ィー創 成プロジ ェク トのお 話しま したけ
れども、 キー ワード はやっ ぱり「 つなが り」です 。先 輩にチ ャンス を貰っ
たから後 輩に チャン スをあ げよう 、自分 の力だけ で仕 事した と考え ないで
つながり の中で 仕事 を作っ て来た 。
そうい った 意味で どうし ても、 ソーシ ャルキャ ピタ ルーと いう言 葉が最
近使われ ます けれど も、地 縁とか 血縁が 大切と考 えが ちです けれど も挑戦
してつな がる縁 が凄 く大切 なんじ ゃない かなって 。
（挑戦 縁と呼 びま す）そ
うすると 単な るしが らみだ と思っ ていた のが実は 人間 関係の 宝って 意味だ
というこ とが 分かる 。地域 が一緒 だから 何か一緒 にや ろうっ ていう のは勿
論大切で すけ ど、同 じ挑戦 をする とか、 挑戦を分 かち 合うと かする と何か
新しい変 化が 起きる のでは ないか 。挑戦 縁を意識 して 自分が 生まれ た所と
か、自分 の好 きな所 で仕事 したい ってい う人達が 凄く 多くな ったと 感じて
います。
例えば 、挑 戦縁の プロデ ューサ ーです が岐阜で やっ ている 秋元祥 治さん
は早稲田 大学の 3 年の年末 に岐阜 に帰 省 する時に 年末の カウ ントの イベン
トを仕掛 けた。 ちょ うど 2000 年だっ た んです。 世紀末 イベ ントを やって
いたら岐 阜でど んど ん縁が 出来ち ゃった んですよ ね。
地域の中 でいろ んな 縁が出 来ちゃ ったの で、岐阜 で何か 出来 ないか なっ
て事で岐 阜の 方が名 古屋よ り挑戦 出来る 場だって いう 形をメ ッセー ジに出
す取り組 みをし てい る。
正田英 樹さ んの事 例です が、彼 は福岡 県飯塚市 にあ る九州 工業大 学の情
報学科の ＯＢ です。 彼は山 口県出 身なで すけれど も、 全然縁 も所縁 もない
飯塚に行 って 地域の なんか いろん な活動 していた ら、 いろん な人が お世話
してくれ た。そ れが縁 で彼は 商店街 のホ ームペー ジ 100 連発みた いの作 っ
たりして いた のです 。彼が 起業し たいと 地域の人 に漏 らした ら、山 口出身
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の若い子 がこ の町で 起業し ようと してい るのに、 俺達 応援し なくて いいの
かという 事でみ んな が市民 出資し てくれ て、おっ ちゃん 達が みんな 10 万
円とか出 して くれて 、彼は 会社が 作れた 。大学発 ベン チャー だった んです
けれども 彼は本 当に 町の人 に恩を 感じて いて、町 の為に なる ような IT の
仕事を作 って行 きた いって いう事 で仕事 をしてい ます。
柴田有 三さん の京 都 KGC っていう 団 体ですけ れども 、彼 は研究 者で理
系の研究 者だ ったの ですけ れども 、大学 院時代の 研究 も今は 先生に 言われ
た事をや らな いとい けない し論文 も作る 為にも良 い実 験結果 を出さ なけれ
ばいけないんです。結果製造マシーンみたいな院生になっているので、
NPO を 作 っ て 研 究 者 裏 テ ー マ と彼 は 言 っ て い る の で すけ れ ど も 自 分 の 好
きなテー マの 研究が 出来る ＮＰＯ を作っ た。要す るに 表で研 究して いる事
と違う事 をや りたい ってい う人い っぱい いる訳で すよ 。そう いった テーマ
を集めて 、大 学院生 とか、 主な研 究所の 人達みん なが 集まっ て議論 する場
を彼が作 って 行って いて、 その中 で出て 来た新し いア イデア なんか が地域
のいろん な仕 事に結 び付い て行っ たりと かしてい る。 なんか そうい う仕組
みの NPO を彼は 作っ て活躍 してい ます 。
横山史 さん ですけ ど、彼 女はド コモの 会長秘書 をや ってい たんで す。彼
女は東京 に来 て働い ていた が、故 郷の愛 媛って誰 も知 らない ことに 非常に
ショック を受 けた。 四国の 中で愛 媛はど の位置に ある かって 大体誰 も正確
に答えて くれ なかっ た。彼 女の中 で東京 に出てか ら愛 媛愛に 目覚め たとか
いってい るの です。 彼女は 挑戦っ ていう のは東京 とか 世界と かに行 かない
と絶対に 出来 ないと 思って 一生懸 命ここ までやっ て来 たけれ ども岐 阜でや
っている 人が いるん だった ら愛媛 でチャ ンスを作 りた いなと いう事 で彼女
は秘書を 辞め て、半 年間僕 達の団 体で研 修ってい うか 一緒に 仕事を した上
で、去 年 10 月に愛 媛に戻 って地 域で イン ターシッ プやる NPO を立ち 上げ
ました。
さて、 地域 での長 期型イ ンター ンシッ プのイメ ージ が分か りにく いと思
いますの でビ デオを 一つ見 ていた だきた いと思い ます 。会津 若松市 の横に
会津三里 町と いう所 があり 、伝統 工芸産 業がどこ でも 不況で す。イ ンター
シップを きっか けに いろん な変化 が起き てる。

【ビデオ 紹介】 〓
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三里の伝 統を 誇る会 津本郷 焼きの 直営店 をオープ ンし ました 。この お店を
大学生達 が改 装を手 がけ、 店長も 勤め、 経営も大 学生 がやっ ていま す。後
継者不足 の中 、伝統 工芸の 世界に 新しい 風が吹き 始め ていま す。会 津本郷
地区の県 道沿 いに会 津本郷 焼きの 直売店 がオープ ンし ました 。名前 は器屋
岱玄（ うつわ やた いげん ）、店長 を勤め る のは、金山町 出身 の佐藤 恒平さ ん。
山形市の 東北芸 術工 科大学 現役の 大学生 です。
単位を ほとん ど取 得して いる佐 藤さん は、週 5 日店頭に 立ちま す。接客
の仕事は 初めて でし たが、 少しず つ慣れ て来まし た。
佐藤：こ れ面 白い置 き方し ている ねなん て言って 、手 に取っ て貰っ てその
まま買っ てくれ た時 が一番 嬉しい ですね 。
以前こ の建 物は、 直売所 を兼ね た会津 本郷焼き の窯 元でし た。佐 藤さん
達同じ大 学に通う 3 人は 、2 月下旬か ら 改装に着 手、天 井や 床を張 替え棚
を作りま した 。ま た、古い家 具など を活 用し、およそ 1 ヶ月 で完成 。イ メ
ージした のは、 会津 の豊か な自然 だと言 います。
佐藤：お 店で 一番大 事なの は、商 品だと 思ってい て、 その商 品がい かにし
て美しく 見え るかを 重点置 きまし た。そ の商品は 炭や 緑を基 調とし た商品
が多いの で、その器 達 1 枚 1 枚を 木の葉 っぱに譬 えて 、家具 をこ げ茶色 の
木の幹に 様に する事 で、森 をイメ ージし た森の美 術館 という 感じの コンセ
プトで作 らせて 貰い ました 。
佐藤さ んは 店の名 前の入 ったシ ールや チラシな ども 全て自 分で作 ってい
ます。開 店の きっか けにな ったの は、去 年夏に行 われ た学生 が一定 期間職
場への仕 事を 体験す るイン ターン シップ でした。 イン ターン シップ を主催
したのは 、会 津若松 市のベ ンチャ ー企業 明天です 。会 津本郷 焼に大 きな魅
力を感じ てい た社長 の貝沼

航さ んは、 一方で後 継者 不足な ど課題 にも直

面したと いいま す。
貝沼さん ：何 が自分 なりに お手伝 い出来 ないかな と言 う事で 始めた のが若
者が来て 何か 新しい 挑戦を するっ ていう 事で、そ こに 活気が 生まれ て活気
が人を呼 ぶこと が凄 くある と思い ます。
去年夏 始めて 行わ れたイ ンター ンシッ プには、東 北芸 術工科 大学から 10
人が参加 。窯 元に弟 子入り して、 実際に 轆轤に向 かっ たり、 直売所 の改装
に取り組 みま した。 若者の 視点か ら見て 、伝統工 芸っ て凄く 新鮮な 部分が
あったり 、伝 統に必 然性っ ていう か、そ こに文化 があ ったり 地域の 歴史だ
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ったりっ てい うのが 濃縮さ れてい ると思 うので再 発見 と具現 化した ものが
研究して 行けた ら良 いなと 思って います 。
学生達 を受け 入れ た窯元 の 1 つが 流 紋焼です 。社長 の弓 田修司 さんは 、
予想以上 の刺激 を受 けたと 言いま す。
この春 大学 を卒業 した若 者たち は、イ ンターン シッ プが縁 で陶芸 家を目
指し、流 紋焼 窯元に 入門し ました 。大学 の新卒者 が弟 子入り するの は、窯
元の後取 り以外 では 始めて だとい います 。
伝統工 芸の里 で、新 たな道 を歩み 始め た若者達。佐藤 さんは 6 月末ま で
直売店の 店長 を勤め 、閉店 後卒業 研究に 纏める事 にし ていま す。今 は自分
の中では 、75 点と話す 佐藤さ ん。周囲 の 期待がア イデア を生 み出す パワー
になって います 。
佐藤：毎 日売 り上げ を考え ていて これだ け伝統工 芸に 地元の 人が期 待して
いるんだ って いうこ とを成 績で表 したい と思って いま す。そ うやっ て結果
を出して 行く 事が流 紋焼さ んを始 めお世 話になっ た方 々にも 感謝の 気持ち
の表し方 なんじ ゃな いかな と。
ビデオ終 了

店長の 佐藤 さんも いって いまし たけど 、彼は非 常に 店の売 り上げ を上げ
たいと思 って いる訳 ですけ れども 。なん でそうや って 売り上 げを立 てたい
かってい うと 、自分 が多少 アルバ イト的 にお金を 稼げ ること 以上に 、お世
話になっ た地域 の人 への感 謝の気 持があ る。
彼は店舗 デザイ ンの 研究を 大学で してい た人です 。大学 だけ だと実 践の
場がない 。ビ デオに 出てい た、あ の店は 国道沿い で場 所は良 いんで すけれ
ども、あ る意 味でほ ったら かしに なって いたので す。 つぶす ぐらい だった
ら、せっ かく やる気 のある 学生達 に全部 なんでも 好き にして 良いか らと弓
田さんと いう オーナ ーが考 えて、 佐藤く んたちに とっ ては自 分で自 分の思
った事全 部や れてと 、仲間 達と店 を作れ たので、 その チャン スをく れたっ
ていう事 が、 彼にし ては凄 い感謝 の気持 ちなので す。 やっぱ そうい った感
謝を形に する 為に成 果を出 したい とか、 その為に 一生 懸命売 りたい ってい
う気持ち で売 ってい ること がいわ ゆる金 を儲ける 為の 起業家 とはな んか違
うんじゃ ないか なと 考えま す。
元々は月 商 10 万円ちょっ と位し かなか ったとこ ろが、 改装 したら こう
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いう風に 話題に なっ たので 、月商 50 万 円くらい になっ てい るので す。観
光客から も非 常に好 評で成 果を出 してい るんです けど 、成果 を出す 事が目
的じゃな くっ て、感 謝の気 持ちを 何とか したいっ て言 う努力 がなん か成果
になって いるっ てい うのが ポイン トじゃ ないか。
すこし違 うタイ プで 岐阜で すけれ ども、 岐阜でそ の彼が 会社 の専務 さん
なんです けど、彼は 2 代目なん ですね 。彼は地場 産業で 銀行 のティ ッシュ
とか、い ろい ろな会 社の携 帯スト ラップ とか、ノ ベル ティー グッズ を作っ
ている会 社で 、社員 10 人ぐら いの会 社 です 。彼は 30 代前半で 父親の 会社
に戻って きて 、新し い事業 を起こ したい と思った んだ けど社 員は誰 一人新
しい事業 に興 味を示 さなか った。 リクル ート広告 を出 したり しても 誰も採
用できな かっ たんで す。新 規事業 担当の 社員を採 用す ること を彼自 身諦め
かけてい た時 に、長 期実践 型イン ターン シップを 岐阜 で始め ること になっ
て、この 会社 に鰐部 さんと いう女 性がイ ンターン にき た。彼 女がこ の会社
が出して いる おじさ ん向け に作っ た消臭 キャンデ ィー があっ たんで すよ。
なんか臭 い消 えるみ たいな そんな 感じの 名前のや つが あって 、非常 にそれ
は効果が ある んです 。販促 ポスタ ーが凄 いべたべ たな んです よ。ニ ンニク
の臭いも 消え ますよ みたい な感じ のやつ だったん で、 彼女は そんな の若い
女の子は 買わ ないと 、でも 若い女 の子は そういう の欲 しいと 思って いるん
ですよっ てい うので 、彼女 なりに 周りの 友達なん かに 聞いて 、その キャン
ディーが 欲し いって かなど のアン ケート を取って 、そ の結果 を踏ま えて販
売したん です ね。彼 にして 見たら 、自分 の人生で 始め て自分 の会社 の新規
事業を真 剣に 考えて くれる 人がこ の世の 中にいた みた いな感 じにな ったん
ですよ。 彼女 に商品 開発部 長の肩 書きも あげちゃ って 、デザ イナー とかは
もちろん プロ ですけ れども 、デレ クショ ンとか指 示と かを彼 女が全 部出す
っていう 様な 形でや って行 ったん ですね 。それで 彼女 は消臭 キャン ディー
はダサイ とい う事で 、体の 中から 綺麗に する消臭 サプ リメン トと言 う形に
して、名前は「リリ 」、おし ゃれな パッケ ージを作 ったり して 、売り 出した
のです。 おじ さん達 という か結構 ベテラ ン社員の 人達 も、面 白い事 やって
いるな見 たい な感じ で、な んか新 しい事 工夫した らい ろいろ 出来る かもし
れないと 思っ てくれ た。な んとな く会社 の雰囲気 も変 わった じゃな いかな
と。
大阪でフ ァッシ ョン 街があ って、 大阪に アメリカ 村って 所が あって 若い
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子のファ ッシ ョンが 伝わる 店がい っぱい ある所で すけ れども 。そこ でフリ
ーペーパ ーを作 ろう として いた社 長さん がいて 、彼が 第 1 号は作っ たので
すけれど も。 やっぱ りあま りにも しんど いと、な んで もう止 めよう かと思
ったのだ けれ ども、 インタ ーンの 子達が それをや りた いと、 それで 学生で
チーム作 って営 業を やる、 学生チ ームは 凄く頑張 って営 業も 取れて 2 号 3
号に 6 号刊まで こう続 く様に なった って いう流れ です。
多分その 地域と か例 えば杉 並でも そうだ と思うの ですが 地域 地域で やっ
ている人 って 、本当 はこう いう事 をやり たいなと か、 もっと こうい う事が
出来たら 良い なと思 うこと が多い と思い ます。け れど も、な かなか 普通の
会社では なか なか人 を雇う 事も出 来ない し、やり たい 事ある のに出 来ない
って思っ ている 事っ てたく さん世 の中に あると考 えます 。
世界中か ら求め られ ている 様な人 材が、 この町を 選んで 住み 着くと いう
ことは、 そこ に住ん でいる とお金 が儲か るからっ てい うより は、や っぱり
こう刺激 的な という か、仲 間と分 かち合 えるよう なも のがあ るから だと。
これが住 み易 さだと おもい ます。 そうい った意味 では 、仕事 を起こ したい
人が好き な町 に住ん でいる 、だか ら町に 仕事が生 まれ るんじ ゃない かなっ
て言う風 に非常 に思 う訳で す。
さっきの 4 つ事 例を話 しまし たけれ ども 、普通に考 えれば、白石 市でス
キー場が なく なった ら、別 の所で やって も良いの です 。白石 市にス キー場
があるう 事の 意味は 、自分 達がこ の町で 楽しめる もの を何と かした と思う
気持ちの 人達 が何人 かいた ことが 輪とな って広が って 行った から、 スキー
場が残っ た。西宮の 事例だ って 環境施 策 担当の小 川さん が、
「ま あ別 にいい
じゃん 」っ て、やがて 直ぐに 環境担 当を 変 わるから と思え ばそ こまで です。
横石さん もそう です よね。 その内 に徳島 に戻れば と思え ば、 別に上 勝町
そこまで こだわ らな くても よい、 何か 1 つ自分の 中で軸 を明確 に持っ て、
この町で この 人達と 何かを したい という 気持ちが 凄く あった と。だ からそ
の地域で しか 出来な い様な 新しい 仕事が 生まれた んじ ゃない のかな って思
っている 訳です 。
だからそ う言っ た意 味で好 きな町 だから 仕事が生 まれる ので はない のか
な。産業 都市 という と、な んとな く産業 政策とか 大き い話だ と考え がちで
す。主婦 の人 達は関 係ない と思い がちな んですけ れど も、で も挑戦 したい
人が集う 町は 、仕事 を起こ す人達 を認め てる町で あっ たりと か、そ の夢を
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分かち合 える 人と語 り合え る町で あった りとか、 失敗 して落 ち込ん でいる
時も受け 入れ てくれ る町で あった りして 、子供が 、家 族が安 心して 暮らせ
る町だと 思いま す。
リラック スした り気 分転換 が出来 る要素 も好きな 町の要 件で はない かな 。
最近九州 の方 だとた くさん の中国 人の留 学生が来 てい るんで す。彼 らが、
地域の人 にお 世話に なって 良い関 係だけ れどもこ こに は家族 を連れ て来れ
ないのが 凄く 悩みだ って言 う訳で す。英 語とか中 国語 が使え ないし 、自分
の仕事と して は良い 環境だ けど家 族と住 めない。 だか ら、本 当は日 本でビ
ジネスを した いのだ けれど も、や っぱり 中国に帰 ると か韓国 に帰る とか、
そういう 人達 が非常 に多い のです 。実は 子供とか 家族 が安心 して暮 らせる
のかどう かっ ていう のが、 人が人 を引き 付ける町 かど うかと いうの が大き
なポイン トにな って る訳で す。
多分産業 政策と いう のは、 なんと なく銀 行とか経 済産業 省と かが考 えれ
ば良いじ ゃな いかと 思いが ちです けど、 これから の時 代、実 は産業 って言
うのは、 政府 や大規 模な大 資本に 任せて おく話じ ゃな い。人 が新し いこと
にチャレ ンジ が出来 るって いうの は、子 育て支援 策が 充実し ていて 安心し
て子供が 作れ る町に 住むこ とです し、安 全な街づ くり に全部 関係し てくる
訳です。
だからこ こで仕 事を したい とか、 この町 で起業を したい とか 、例え ばこ
こで NPO を作りた いとか 、そう 言う 挑 戦できる ような 人達 が集う ような
町が産業 を育て てい ける町 なんじ ゃない かなと思 うので す。
エティッ クが団 体と して拘 ったの は、つ ながりを 持って 仕事 をする とい
うことは 勿論 のこと お金を 稼ぐ目 的もあ るけど、 それ 以上に つなが りの中
の自分の 役割を 得て 、自分 の出来 る事を 実践する 事だと 思う のです 。
例えば最 近若い 人達 が仕事 で悩ん でいる 後輩の相 談受け ると 、自分 が会
社の中で どう 役立っ ている かって 事が分 からない 、自 分の仕 事が全 体の流
れの中に どこ に位置 づけて いるの か分か らない後 輩が 多い、 やっぱ り行き
詰るので す。 どんな に大企 業で凄 い給料 貰ってい ても 。つな がりを 実感出
来るって いう のは、 凄く今 求めて いるん じゃない かな って考 えます 。それ
に加え、 何か 自分が 出来る 事が貢 献出来 ているの だい う実感 が、若 い人た
ちの挑戦 する気 持を 引き出 すんじ ゃない かな。
つなが りの 方の悪 い面、 凄く難 しい面 ですが、 例え ばこう 大学生 達がい
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るからお 前ら ホーム ページ でも作 らんか 見たいな 感じ でお願 いした ら、突
然依頼さ れた学 生が 1 ヵ月後 にいな くな って、メール アド レスも 携帯電 話
の番号も 変わっ てた りとか 、失踪 したみ たいな話 も結構 ある んです よ。
学生っ て不 安定で すし、 例えば 本当に 彼氏が変 わっ ただけ で全然 価値観
が変わっ てしま う女 子学生 が結構 います 。
「 いきな り仕事 したい です 」と言
ってたの が「 私は家 庭に入 ります 」みた いなお前 ちょ っと違 うやろ みたい
な感じの 子とか も結 構いた りしま す。
このよ うな ことも 起こる ことを 前提と して、ち ゃん とお互 いに丁 寧なコ
ミュニケ ーシ ョンを 取って 行くっ て言う ような事 がや っぱり 凄く大 切だと
考えてい る訳で すね 。
インタ ーン シップ で若い 人達と 地域の 地場産業 の人 達がお 互いに 協力し
合ってい ます が、上 手く行 ってな い事例 は、やっ ぱり コミュ ニケー ション
不足です 。
若い人 たち が、会 社に入 ってイ ンター ンシップ をや る時に 、周り はみん
な先輩達 じゃ ないで すか。 その時 に言い にくいこ とが ある。 例えば 企画の
仕事させ て貰え ると 思って 来たの に、ど うしても 今日は この 1 週間は チラ
シを折ら ない といけ ないん で、チ ラシ折 だとかい われ て、意 味は分 かるん
だけどな んか 納得い かない みたい な自分 がいる。 なん かちょ っと違 和感み
たいなも のが 自分の 中に膨 らんで きて、 社員だっ たら ば我慢 しろっ て言わ
れて我慢 する んです けど、 インタ ーンだ ったら「 なん で俺は こんな 事して
んだ」み たいな 事を 思っち ゃうと 。
やっぱ りそ の時に こそ僕 はコー ディネ ーターが 必要 だとい う風に 考えて
います。 会社 の中の 関係は 上司と か部下 とかの縦 の関 係と仲 間感覚 の同僚
との横の 関係 などを 考えが ちです けれど も。斜め の関 係が凄 く大切 だなっ
て思って いて います 。なか なか会 社にい たら直接 言い 難いの だけれ ども、
コーディ ネー ターの 人達が いる事 によっ て、若い 人が やって いる仕 事の意
味がわか らせ ること ができ る。そ う言う 点をフォ ロー してい るとこ ろは、
上手く行 くんで すね 。つ ながり ってい う のは単に その出 会い の場が あれば 、
生まれる っても んで はない 。ち ょっと 第 3 者みたいな人 が斜め の関 係で入
ってきて 若い 人たち をフォ ローす る事が 凄くポイ ント なんじ ゃない かと感
じていま す。
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