「100万人のふるさと」は、

の社会貢献広報事業として助成を受けて作成されたものです。
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TOPICS

２０２１年の大型イベントの日程決まる
書籍紹介

大橋によって神戸方面への通勤も可能

採れる豊富な食材が魅力で、明石海峡

路地域」
。冬でも温暖な気候と、山海で

を充実させながら、安全安心な社会づ

訓を活かし、災害への事前の備えや対策

成し遂げたのも兵庫です。その経験と教

阪神・淡路大震災から創造的復興を

をいただいており、確かな手応えを感

入れています。参加者からは大変好評

泉を活用したワーケーションにも力を

もらうお試し移住や、但馬地域での温

な、都心に近い島です。

す。東京有楽町の「ひょうご移住プラ

新たな人や企業の流れが生まれていま

なサービスを受けることができます。

ショップ「ひょうご市場」など、多彩

による旬の地域情報、公式オンライン

うごｅ 県
。電子マネーが利用
- 民制度」
できる県民証をはじめ、スマホアプリ

たれた方とのネットワークを築く「ひょ

兵庫県にゆかりのある方や関心を持

ひょうごｅ 県
-民制度の取り組み

に進めていきます。

み、首都圏等からの企業誘致を積極的

今後も情報通信基盤の強化に取り組

を構築します。

ト を 整 備 し、
「 ス ー パ ー ハ イ ウェイ 」

ます。また、東京でのアクセスポイン

庫情報ハイウェイ」の増強を図ってい

け、
県全域をカバーする高速通信網「兵

テレワ ー ク 等のさ らなる 促 進に 向

じています。

「日本の縮図」とも称される個性豊
かな〝五国〟に、約５４０万人の県民
がいきいきと暮らしています。農業産

コロナ禍を機に、都市部から地方へ、

移住・定住への取り組み

くりの先頭に立って取り組んでいます。

編集後記／会員募集のお知らせ

国際色豊かな神戸を中心に、隣接す
る大阪府まで、海と山に挟まれた都会
的な空間が広がる「神戸・阪神地域」
。
芸術文化・スポーツ施設が多く、全国
主要都市に２時間以内で行くことがで
出額は関西１位、県内ＧＤＰは全国の

４％程度、ニュージーランドと同等の
規模を誇ります。

ｅ 県
- 民のさらなる普及促進を図り
ながら、将来、兵庫県に移住・定住し
いてもふるさと兵庫がなつかしい、兵

ザ」でのオンライン相談会、移住情報
Ｉターン体験談の発信など、皆さまに

庫をちょっと知りたい、そんな皆さま

てもらえることをめざします。離れて
月には、国連機関ＵＮＯＰＳのアジア

一層関心をもってもらえる取り組みを

は、ぜひ「ひょうごｅ 県
- 民制度」へ
の登録をお願いします。

初となる拠点が開設。兵庫・神戸から

兵庫の田舎暮らしを手軽に体験して

進めています。
待されています。

優れたスタートアップ企業の成長が期

サイト「夢かなうひょうご」でのＵＪ

昭和20年生まれ。
昭和43年東京大学法学部卒業後、
自治省入省。
国土庁土地局、
自治省税務局などを経て、
運輸省航空局、
自治省行政局、財政局、
大臣官房各課長、
自治大臣官房審議官、
兵庫県副知事を歴任。
平成13年兵庫県知事就任
（現在5期目）
。

兵庫県の魅力

13

スパコン世界一位「富岳」など世界

としぞう

きる兵庫の玄関口です。
世界遺産・姫路城を抱えるなど歴史
文化の魅力に富み、播磨平野から北西
部の山間地まで広がる「播磨地域」
。も
のづくり産業が盛んで、播州織、手延
素麺、醤油、三木金物など、著名な地
場産業が数多く息づいています。

35

屈指の科学技術基盤が集積し、昨年

井戸 敏三
ど

山陰海岸ジオパーク、氷ノ山などが
明媚な景観を形成する、県北部の「但
馬地域」
。コウノトリの野生復帰の取り
組みが進む「人と自然の共生空間」
です。
温泉やスキー場など観光資源にも富ん
でおり、４月には国公立初の演劇を本
格的に学べる「芸術文化観光専門職大
京都府との県境に位置し、美しい田
園風景が魅力の「丹波地域」
。肥沃な土
壌を生かし、丹波黒大豆など多くのブ
ランド農産物が生産されています。大
阪や神戸にも近く、二地域居住やお試

兵庫県知事

い

3
4

国生み神話の舞台であり、かつて朝

どこよりも夢かなう兵庫で
心豊かな生活を！

す人たちを、私たち、ふるさと回帰支援センターは応援します。

学」が開学します。

35

11

一緒に探します。地方暮らしに希望を持ち、新しい生き方を探

廷に食材を献上した
「御食国」
である
「淡

ふ るさと回 帰 運 動 へ の 想 い

希望する暮らしがどの地域ならかなえられるかを一緒に考え、

し居住が人気のエリアです。

新春
対談
連載
第35回

地域」との橋渡しをします。
「地方で暮らしたい人」に寄り添って、
「ふるさと」ロゴ：初代理事長 立松和平

31
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私たちは「地方で暮らしたい人」と「一緒に暮らす仲間をさがす
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ふるさと回帰支援センターの使命

preface

認定NPO法人ふるさと回帰支援センター理事長

認定NPO法人ふるさと回帰支援センター
特命アドバイザー

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
（
「 地方 創
生戦略」
）
」は２０２０年度から第２期が始まり、
本格的な地方創生の時代を迎えようとしています
が、コロナ禍は地方創生戦略の行方にも大きな影
響を与えています。そうした厳しい状況を踏まえ、
坂本哲志・内閣府特命担当大臣（地方創生、少子
化対策）と、高橋公・認定ＮＰＯ法人ふるさと回
帰支援センター理事長が、コロナに打ち勝つ希望
を灯す地方創生の方策について語り合いました。

機的状況に陥りかねません。ですから、農業は

司会：水野 泰志

農林水産業を基盤に地方創生
司会 第２期地方創生戦略は新型コロナウイ
ルスに翻弄される事態となっていますが、東
京一極集中の是正あるいは国土の均衡ある発
展という大目標は、政府も、民間のふるさと
回帰支援センターも、同じです。
坂本哲志・特命担当大臣 私が地方創生担当
大臣に指名された時、菅総理（菅義偉総理大
臣）から言われたことは、
「農業と観光で地
方創生のモデル地域をつくるように」という
ことでした。とくに農林水産業において、農
林水産物の輸出を増やしてほしいと強調され
ました。地方創生や地域おこしにはいろいろ
な形がありますが、私の場合は、農林水産業
の基盤をしっかりとしたものにするというの
が原点です。それによって、農村部に若い人
材、とりわけ女性が就農したいと考えてもら
える環境ができると確信しています。もっと
も、年明け早々、環境づくりのために地方を
回 ろ う とし たので す が、コロナ 禍 で 延 期 に
なってしまいました。
高橋公・理事長 当センターは、もともと連
合（日本労働組合総連合会）と農協中央会（農
業協同組合中央会）が一緒に提案して始まりま
した。ですから、農業の重要性は、十分に承知

いったん火急の事態が起きれば食糧事情は危

しています。
日本の食料自給率は ％
（２０１８

高橋 第１期の５年間に、当センターでの移

倍になっています。背景の一つに、

10

住相談件数は右肩上がりで増えました。コロ

止めています。

んでした。そんな感じで５年間が過ぎたと受け

が動いてしまい、一極集中の是正には至りませ

集中せざるを得なかったと考えられ、東京に人

準備ということもあって、労働力が東京に一極

り、また東京オリンピック・パラリンピックの

たと考えています。ただ、景気の回復期でもあ

その意味で、地方創生戦略は大きな効果があっ

れほど注目を浴びるのか」
と自信をつけました。

ました。地方の人たちは「自分たちの地域がこ

方に眼を向けて観光客が訪れるようにもなり

年度）まで下がっていますが、この数字だと、

37

ナの影響で 年は少し減りましたが、ここ
年 間で

20

年 月に当時の安倍晋三総理大臣が施政方

13

ら日本の農村にかなり多くの人が入っているよ

司会 では、まず第１期地方創生戦略の総括を。

りで増え、
「移住」という言葉が市民権を得

全国の市町村の首長や議員の視察がうなぎ上

いただいたことがあります。その直後から、

者も含めて移住が増えているという話をして

針演説で、当センターの活動を取り上げ、若

1
坂本 ２０１ 年から始まった第１期の５年

地方が自信をつけた第１期地方創生戦略

19

うですが、日本の若者がもっと本格的に就農で

看過できない問題なのです。最近は、アジアか

認定 NPO 法人ふるさと回帰支援センター理事長

公
高橋

業分野にも思い入れを持っていらっしゃるの

いただきましたが、地方創生に関心が高く、農

本大臣には、就任早々に当センターを訪問して

きが活発になったということがありました。坂

ジェクトに参加した時、ふるさと回帰支援の動

が農林水産省の「田舎で働き隊！」というプロ

きるような体制が必要です。かつて、
当センター

地域おこしの芽が全国に生まれました。その結

ではないか」といった試行錯誤が繰り返され、

ではないか」
「こうすればＵターンしてくるの

を自らつくりました。
「こうすれば人が来るの

各自治体が競い合うように、地域おこしの政策

で、地方に陽が当たったのかなと感じています。

間は、地方創生という戦略的分野を設けたこと

ように何が何でも東京で働かなければならな

い人たちの働き方に対する考え方が、以前の

かかったことが挙げられます。また、今の若

でも難しくなり、限界に来ている時代に差し

極集中が、生産効率の面でも、災害時の対応

まな要因が重なっています。中でも、東京一

坂本 移住に対する認識の広がりは、さまざ

たという感じがしました。

で、とても期待しています。

果、農林水産物の輸出が増え、海外の人が地

5

4
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1947 年生まれ。福島県出身。70 年に早大を中退し、77 年に自治労本
部に入職。97 年から連合へ出向し、社会政策局長として住宅・環境・農
業政策などを担当する。2002 年にふるさと回帰支援センターの事務局
長に就任。17 年から現職。

高橋 公

坂本 哲志

新春
対談
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1950 年生まれ。熊本県出身。75 年に中央大学を卒業後、熊本日日新
聞社に入社し記者に。その後、熊本県議会議員を経て、2003 年から衆
議院議員。総務副大臣兼内閣副大臣、衆議院農林水産委員長などを経て
20 年 9 月から現職。
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ポストコロナの地方創生戦略
2021年

新春
対談

風が吹いてきたのです。

そこに「地方創生」という強い

ワークをつくってきましたが、
などに参加できるので、
「関係人口を増やし

です。オンラインは、自宅にいてもセミナー

乱もなく切り替えることができたという印象

ていく」
「移住のことをより多く知ってもら
う」という観点からはメリットがあります。
ただ、第２期では「移住について知ってもら
際に移住してもらう」
「移住に踏み込んでもら

う」という以上に、
「実績を出す」つまり「実

司会 コロナ禍に見舞われ、第２
う」ことが大きなポイントと考えています。実

コロナ禍で政府もセンターも
大きく変容

期地方創生戦略も、センターの活

際、相談の内容をよくみると、移住を真剣に考
える傾向が強くなってきています。このため、

動も変容を余儀なくされました。

坂本
当センターの強みである対面式の相談に、オン

年 月に第２期の改訂

版を閣議決定しました。コロナ
ラインのメリットを加えて、移住者を 人でも

た。私たちは、 年に当センターを設立し国

で政権が続かず、２年で終わってしまいまし

と創生」を掲げたけれど、政策が定着するま

大きいですね。かつて竹下登内閣が「ふるさ

が継続的に取り組まれるようになったことも

高橋 安倍政権が長期に渡ったことで、施策

いでしょうか。

ことで、一つの方向に向かい始めたのではな

そこに、安倍政権が「地方創生」を実行した

送りたいといった流れに変わってきています。

いというより、地方でゆったりとした生活を

施しています。急激な転換だったため、一時

今では移住セミナーの９割をオンラインで実

リアルな相談を中心に活動してきましたが、

高橋 当センターは、コロナ以前は対面式の

ト段階と受け止めています。

での地方分散型社会につなげるためのスター

です。ですから、現在の状況は、本当の意味

地方で働くといったケースも増えているよう

若い人たちの間では転職をしないで最初から

た。また、地方も含めてテレワークが普及し、

転 出 が上回 る月 が見 られるようになりまし

のもと、昨年は、東京圏、東京都の転出入では、

多く送り出すことに注力しています。

禍という災厄を、逆に、うまく

土の均衡ある発展に向けて 年近く運動を続
はうまく運ぶか心配しましたが、それほど混

ようにしたいですね。コロナ禍

アフターコロナにつなげていく

追い風にして、ポストコロナ、

12

け、数 多 くの自 治 体や団 体と連 携しネット

1

いうことで、戦後の日本社会は貧富の格差が少

ります。ほんの 年前までは「一億総中流」と

いう国はどうなっていくのだろうかと懸念が募

度立ち止まって考え直さないと、今後、日本と

そうでし、東京一極集中もそうです。ここで一

はないでしょうか。過度の競争や効率化優先が

ました。そして、以前のようには戻らないので

高橋 コロナというのは、人の価値観を変え

が様変わりしつつあると言われます。

司会 コロナ禍で、従来のさまざまな価値観

せん。大学を選ぶ時に、偏差値ではなく、コン

大学の在り方について考え直さなければなりま

に魅力的なものにしていくのかというように、

たとえば、教育の分野では、地方の大学をいか

なので、これをなんとかしないといけません。

やはり東京の肥大化です。これが大本で根っこ

坂本 今の日本社会のひずみを生んだ原因は、

ているからではないでしょうか。

新しい社会に合わせた新しい価値観が求められ

その動きにドライブがかかっています。これは、

直しの動きも出てきました。コロナによって、

の崩壊以降、新自由主義が横行しましたが、見

入れ、取り組んでいく、今がまさにその時期

そうしたことに対して社会全体が大胆に受け

高橋 個性を大事にする、多様性を認める、

ていかないといけません。

す。そうした大学を日本もこれから創り上げ

学 に 行 く か と い う 目 的 が はっ き り し て い ま

た大学があります。何をするためにどこの大

イェール大学があり、いろいろな特色を持っ

坂 本 ア メ リ カ に はハー バー ド 大 学 が あ り

変わりつつあるということですね。

それは時代の要請でもあったわけですが、今、

産、大量消費という点で効率的だったからで、

す。東京に大学が集中しているのは、大量生

だろうと思っています。

の表れです。地方に特徴のある

地方移住が増えているのも、そ

観が多様化しています。若者の

高橋 まさに、若者たちの価値

も、地方の大学が重要です。

地域活性化の拠点という意味で

ていくかが問われているのです。

る大学を地方でどうつくりあげ

つまり、みんなが憧れる魅力あ

が行き、移住もするようになる。

坂本

られます。新たな移住モデルといえます。

福岡や佐賀、関西圏では和歌山や滋賀でもみ

気が出てきています。この傾向は、九州では

東京と同じ賃金だと余裕が生まれるため、人

る形ですね。地方の物価は２割ほど安いので、

１時間から１時間半ぐらいの通勤圏に移住す

高橋 東京から１００キロから１５０キロで、

住するという現象が起きているようですが。

関東では東京からそれほど遠くないところに移

司会 働き方改革が叫ばれ、テレワークが進み、

働き方改革で新たな移住モデル

大学が増えており、地方の大学

京転出期と呼んでいます。茨城や群馬に移って

そうした傾向の状況を、私は第一次東

を目指すことにも意味がありま

いうことになれば、地方に学生

色を持つ地方の大学を目指すと

目的を重視する。その結果、特

立 っ た 分 野 を 目 指 し た い と か、

ピュータ関連に携わりたいとか国際的な視野に

図 1 出典：まち・ひと・しごと創生長期ビジョン
（令和元年改訂版）
（案）
（案）
（概要）
及び第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
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できることになるのではないでしょうか。

そこまでいけば、分散・分権型の国家が展望

その先には、中核都市の形成が整備される。

るように取り組んでいただきたい。さらに、

ず政令指定都市が本格的に移住の受け皿とな

高橋 一極集中を分散型にするためには、ま

ムとして考えていきたい。

こを基点に移住が始まるということをプログラ

とか、高松とかです。拠点をつくりながら、そ

ければなりません。新潟とか、広島とか、福岡

です。そのためには、全国に拠点都市を設けな

出期に、どのようにつなげていくかということ

ています。大切なのは、その次の第二次東京転

ば行けるということで、東京からの転出が続い

も、東京に来る必要がある時には１時間半あれ

くさんの移住メニューをそろえていただけれ

があります。でも、それぞれの自治体が、た

れる環境にあるところと、そうでないところ

坂本 確かに、自治体には、移住者を受け入

とになっていきます。

まなタイプの若者たちに移住してもらえるこ

増えれば、移住先の選択肢が広がり、さまざ

圧倒的に少ないのです。参加自治体がもっと

どにすぎません。移住の受け皿としての数が

ち、当センターに参加しているのは４５０ほ

ません。全国に１７００余りある自治体のう

は自治体により多く参加してもらわねばなり

を立てて進めていきます。ただ、そのために

移住の望ましい形をつくり、移住者数の目標

高橋 私たちは、これからの４年間で、地方

ば、国はそれぞれのメニューに応じて適切に

司会 コロナ禍でも、若者層やファミリー層
とはとても重要です。たとえば、企業の本社の

たちですから、その世代の移住者を生み出すこ

子育てもあり、まさにその地域の中心になる人

しょう。

べての層 が一体 になること も 求 められるで

に登録して協力してほしいし、産官学などす

も多くの自治体がふるさと回帰支援センター

対応することができるのです。また、少しで

の移住者が増えているようです。
地方移転ですが、その企業が地域に新しいカル

高橋

地方に「新しい価値観」を持ち込む若者

高橋 その通りです。若い世代の移住者が貴
チャーを持ち込むと、地域に新たなビジネスが
うを真剣に考え、もっと危機意識をもっていた

自治体には、今後の自分たちのありよ

重なのは、地方に新しい価値観を持ち込んで
生まれるということもあります。
だきたい。自治体の主要な政策の中に、移住政
策を位置づけていくことが重要ではないでしょ

た全国総合開発計画は、三全総（第三次全国

す。かつて国土の均衡ある発展のために進め

坂本

て、ぜひがんばっていただきたい。

は、地方創生の政策の継続性とその維持につい

なエネルギーになります。
社会的な責任もあり、

するということは、地方にとって、とても大き

坂本 なるほど。そういえば、市町村長の選

いるそうです。

うで、それによって移住者や子どもが増えて

や高校生までの医療費の無料化をしているよ

ふるさと納税をうまく使って子どもの保育料

みるのも一方策です。北海道の上士幌町では、

多くの課題があるようです。

生戦略は残り４年となりました。自治体にも

司会 コロナに揺さぶられて、第２期地方創

たいということですね。私たちは、社会貢献

高橋 当センターと政府が連携をさらに深め

していきます。

い。そのための手法については私たちも協力

もっといろいろな形でＰＲをしていただきた

も 充 実した仕 事 をされています が、今 後は

話し合っていきたいですね。センターはとて

立のきっかけにもなったわけですから。政府に

成会議の予測もあります。それが創生本部設

の自治体が消滅するかもしれないという日本創

うか。２０４０年には半数以上にあたる８９６

総 合 開 発 計画 ）
、四全総（第四次全国総合開

挙でのキャッチフレーズも様変わりしてきて

という観点から「新しい公共」を担うという

自治体に求められる危機意識

もらうことではないでしょうか。農林水産物
の輸出などは、その典型です。自分たちでつ
くった産品を海外に出すといった発想は、地
方からではなかなか生まれません。

発計画）と、継続して取り組みました。同じ

います。以前は「企業を誘致します」という

ことで、非営利の活動として取り組んでいま

代の子育て世代が地方に移住

ように、地方創生についても「地方への移住」

のが多かったのですが、今は「安心して子育

す。結果を出すということで、一緒に活動で

代や

「多極分散」という歌い文句をずっと継続し

てができる町をつくります」というものが多

きるところもあると思います。今後もよろし

坂本

ていき、そこにいろいろな政策を打っていく

くなってきました。社会全体の流れとしては

継 続 性 に つい て は おっ し ゃ る 通 り で

ということが大事かなと考えています。

そ の ま ま 移 住 に つ な が り、

ています。働き方改革には、少子化対策や男

化対策にもつながる、という思いで仕事をし

最初の大臣ですが、地方創生がそのまま少子

坂本 私は、地方創生と少子化対策を兼ねる

いますが。

互いにエールを。

民それぞれの立場から、お

されましたが、最後に、官

いて、多角的な話題が論議

る第２期地方創生戦略につ

司会 コロナ禍の中で進め

地方創生にもつながります。

性の育児休暇も含めて、すべて結びついてい

達成されなかったときには

坂本 政府は政策の結果責

「子ども食堂」
高橋 少子化のことで言えば、

何が原因だったのかといっ

ます。地方では、働く場所も、教育施設も、

が各地にできていますが、子どもにまともな

たことについて相談いただ

任を求められますが、セン

食事も与えられないようでは、子育てなど及

いたり、地方創生戦略のリ

福祉・医療のサポートも、生活のために必要

びもつきません。ブロックごとに子育てのモ

ニューアルが必要な時には

ターで移住者の数値目標が

デル地域を指定して、予算を付けて実験して

な最低限のインフラ整備がカギになります。

司会 坂本大臣は、少子化対策も兼務されて

うか。そして、その流れは、

くお願いいたします。
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新春
対談

１回しか開催できなかった。さらに、４月に緊急事態宣言が発出さ

除されると、面談予約が相
次ぎ、６～７月と面談・電
話・メールの相談は前年を
上回った。

出張見 合わせなどのため、

談会は、自治体職員の東京
定員の半分にせざるを得なかったが、オンラインであれば制限はな

対面の移住相談会やセミナーは、感染症対策として、これまでの

（前年比 ・６％）
、７月も
回（前年比 ・９％）と

激減した。それでも７月以

こうしたオンラインの普及により、２０２０年の問い合わせ総数
は前年比 ・６％にとどまった。

会・セミナー開催が増え始

京からの距離」という地域によるハンディはなくなり、フラットな

特に、地方自治体のオンライン相談が可能になるため、今後は、
「東

コロナ禍によって、移住を取り巻く環境は大きく変化しつつある。

め、対面相談とオンライン

国人を含めるようになった２０１３年７月以降初めて転出超過と
なった。７月以降も転出超過が続き、５～ 月で計１万６８２２人
の転出超過となっている。テレワークなどの働き方改革や、大都市
圏での「密」を避けようとする意識が、数字になって表れたようだ。

まち・ひと・しごと創生本部事務局は２０２０年 月、新型コロ

「テレワーク移住」を推進

地域間競争が進むとみられる。

図 4 出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」
（2021年1月27日現在）
https://www.stat.go.jp/data/idou/rireki/index.html

のハイブリッド型のものを

降はオンラインによる相談

するところも出てきた。

く、東京への出張費もかからないため、自治体によっては毎月開催

図3

月の開催数はわずか６回

一方、移住セミナーや相
86

合わせると、６月以降は ％がオンライン対応となった。

データから読み解くポストコロナの地方創生戦略
コロナ禍においても移住についての関心は高い
ふるさと回帰支援センターの相談件数は、最近４年間は毎年 ％

ンセルが相次ぎ、３月には 回開催予定の移住相談会・セミナーが

での感染者が出始めた２月中旬から、自治体の移住セミナーのキャ

しかし、コロナ禍で、クルーズ船での大規模クラスターや首都園

程度増となっており、２０２０年１～２月も前年の２割増となった。

20

６月に緊急事態宣言が解

れると、セミナーや対面での移住相談は中止に追い込まれた。

東京都の人口は転出超過続く

42

コロナ禍の中、東京都の２０２０年５月の人口移動は、集計に外

図2

としている。

図 5 出典：内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局内閣府地方創生推進事務局
第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2020 改訂版）について
～感染症の影響を踏まえた今後の地方創生～

の一極集中の是正や地方分散型の活力ある地域社会の実現を図る」

などさまざまな支援を打ち出した。テレワークを推進し、
「東京圏へ

に地方へテレワーク移住できるよう、
「地方創生テレワーク交付金」

ナウイルス感染症の拡大を機に、都会で生活する人が仕事を辞めず
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俊 さん（ 歳）

鶴田町と出会うまで
ふるさと回帰支援センター
には３~４回、相談にうかが
いました。イチから農業を始
めることや収入面での不安も
あったので、地域おこし協力
隊の制度を知ったときは、﹁こ

とも関われるよう、任期後は

みたいと思っていました。人
﹁手に職をつけたい。農業を

激しい毎日をおくるうちに

会社員として、移り変わりの

スチューベンの生産量日本

た。そんなとき、黒ブドウ・

ど全国で移住先を探しまし

最初は青森、静岡、山梨な

れだ！﹂と思いました。

果樹の﹁観光農園﹂をしたい
したい﹂と思うようになりま

と考えています。

知りました。

力隊を募集していることを

一の鶴田町が地域おこし協

年間、

僕は岐阜県の可児市出身
で、東京と大阪で約
移 住 前 は都 内 で幼 稚 園 教 諭を

私 は 東 京 の 八 丈 島 出 身 で、

した。

山田 園実さん（ 歳）

山田

地域おこし協力隊から
観光農園を目指して
青森県鶴田町

いつか農業をしたい
２０１８年７月、埼玉県蕨
市から青森県鶴田町初の地域
おこし協力隊に夫婦で参加し
ました。夫婦そろって果物が
広告業界で働いていました。
し て い ま し た。 共
通の友人を通して
知 り 合 い、 結 婚 す
るときに夫から農
業の話を聞きまし
た。 子 育 て す る な
ら私自身がそう
だったように田舎
がいいなと考えて
い た の で﹁ 地 方 で
農 業、 い い ん じ ゃ
ない﹂と返事をし
た記憶があります。

私の母の出身地が青森県
栽培法を学びました。３月に

﹁ 師 匠 ﹂か ら ス チ ュ ー ベ ン の

なったり、テントで肉を焼き

らお年寄りまで数百人以上が

で、祖父母は今も青森市内に
せん定し、
９月後半から収穫、

れ、家族が増えました。近所

始めたりとすごく盛り上がり

です。綱引きに大人が真剣に

参加する、町の一大イベント

住んでいます。小さい頃はよ
冷蔵庫で貯蔵しながら１月ぐ

の方も喜んでくれて、子育て

ます。コロナ禍で今回は中止

家族で過ごす時間

くねぶた祭りに行き、結婚前
らいまで出荷作業にあたりま

もいろいろ気にかけてくれま

年８月には女の子が生ま

にも２人で何回か訪れまし
す。冬の間は、情報発信に注

に帰宅してから夕食を食べて

た。鶴田町の担当者と話した
農薬を年に数回、散布するの

いましたが、今は 時過ぎに

にどんな人が住んでいるかも

るのが楽しみです。

ですが、時期を見極めるのが難

は帰宅します。子供のお風呂

分かりませんでした。鶴田町

私はスチューベンの皮を

すが、スノーボードがお互い

青森は雪がたくさん降りま

キューのお誘いなど毎日楽し

いがあり、お裾分けやバーベ

は、顔の見えるご近所付き合

埼玉のマンションでは、隣

しいです。病害虫の出具合など

の時間に間に合うなんて、幸

力しました。

じてくれたのが移住の決め手
になりました。
経験値によるところが大きい

せだなと思います。

仕事はスチューベンの販売

使った草木染にも挑戦しまし

は思いません。車で

促進や町の情報発信です。１

がたくさんあるの

ほどのスキー場にも出産前に

く過ごしています。
で、
﹁スチューベン

行きました。雪質は素晴らし

好きなのでそこまで大変だと

もできるのでは﹂と

いのに、人が少なくプライベー

分

思ったんです。教諭

トゲレンデのようでした。

てみると、ハンカチ

を思い出し挑戦し

があったので、当時

草木染をしたこと

質問すらできない有様でし

話している内容が分からず、

栽培法を教えてくれる師匠の

人とも苦労しました。
当初は、

津軽弁だけは慣れるまで２

~

のころ子供たちと

やストールがきれ

た。１年でだいぶ分かるよう
鶴田町には年に一度、町民

い に 染 ま り ま し た。
る観光農園がいい

運動会があるんです。子供か

になりました。

40

なと思っています。

Data

30

スチューベンを用いた草木染め

移住した年 ：2018 年 7 月
移住前
：埼玉県蕨市
家族
：夫、妻、子供１人
仕事
：
夫 広告業界の会社員→地域おこし協力隊
妻 幼稚園教諭→地域おこし協力隊

た。青森にはリンゴの草木染

17

年目はなんでも知っている

スチューベン栽培と情報発信

20

20

ので、まだまだ勉強中です。

際に、優しく親身に相談に応

になりましたが、来年参加す

ぶどう畑の中で、2020年8月に産まれた娘を抱く
山田俊さんと園実さん

す。会社員の頃は、 時過ぎ

好きで、いつか農業に取り組

32 34
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5月に産まれた娘を抱く山田俊さんと園実さん

草木染も体験でき

盛り上がった2019年の「町民運動会」

の 暮 らし
移住者が語る
連載 Vol.31

徳島県美波町

ル﹂に参加したことです。そ
でブームになってお

地域﹂で、当時日本

かんじゃ

の後、ふるさと回帰支援セン

グ ル や ア ッ プ ル、

察団の皆さんはグー

視察にきました。視

りさまざまな会社が

ました。

ターにも移住相談にうかがい

神社 純一郎さん（ 歳）

「にぎやかそ」の町で起業

きっかけ
２０１９年６月、東京から
単身で徳島県美波町に移住し
ました。きっかけは前年秋、
イノベーションをテーマに当

学を卒業して大手

岡山出身の私は、東京の大
い と こ ろ だ な ﹂と 理

と交流すると﹁すご

を訪問して現地の方

フェイスブックなど

鉄鋼メーカーに入
解した気分になって

シリコンバレーから見た日本

社しました。後に
帰 国 し て い く 一 方、

索と事業開発を行
のままではまずい。日本のた

から母国をみて﹁こ
内容もとても好きでしたが﹁ど

を持ちました。会社も仕事の

私は太平洋の反対側

う米国支社の代表
めに何かできないか﹂と思い

年から技術探

ＩＴ子会社に移籍
し

としてシリコンバ

こかに暮らしよい田舎はない

レーに赴任するこ
シリコンバレー

魔にならないように、ちょっ

業でお宿をされている方の邪

使って民泊も始めました。本

という不自然な生活に違和感

日の通勤時間が往復２時間半

りのご近所さんがいるだけ

た。お裾分けしたりもらった

いろなものが返ってきまし

やりんご、野菜の苗などいろ

出会いが待っていたのでした。

ころに、美波町との運命的な

か な ﹂と 漠 然 と 思 っ て い た と

は﹁ＩＴ最先端の

ぴり高めの価格に設定し新型

で、
とてもうれしくなります。

年に帰国してからは、毎

仕事は、移住と同時に立ち

コロナウイルスの感染拡大防

都会にはないすべてのもの

とになりました。

寺がある美波町の人口は
上げた事業開発専門コンサル

止になるよう
﹁一日一組限定﹂

がある美波町で、自分の専門

誰でもさぞかしさびれてい

ありますし、美波町にあるサ

起業支援をお受けすることも

しているほか、徳島県内での

の方に配ると、お返しにゆず

からみかんが届いたので近所

象﹂もおきます。先日、親戚

ときどき﹁わらしべ長者現

今が人生で一番幸せです。

く、すべてが満たされている

てストレスを感じることはな

たちと触れ合う。生活してい

歳 以 上 ）は

るかと思いきや、移住者が起

テライトオフィス企業の経営

「半農半Ｘ」暮らしの今が
人生で一番幸せ

６５００人足らず、高齢化率
ティング会社の経営をしてい

にしました。食事のときは畑

分野で起業し自分の食べるも

番札所薬王

％超と全国
ます。ビジネスモデルデザイ

から採れたての野菜もご提供

のを自分で作って町内外の人

四国遍路の

平均を大きく上回り、数十年
ンやビジネススキル教育プロ

できます。

業したアパレルショップやカ

課題についての相

町﹂です。

フェ、おしゃれで美味しいレ

誘致が盛んなサテライトオ

は 種類以上の野

自宅の裏の畑で

ります。

フィスは を数え、新しい地

のです。

談に乗ることもあ

（
先の日本の姿がいまここにあ
グラムを都市圏の企業に提供

17

地で開催された２泊３日のセ
ミナー﹁フォーサイトスクー

52

はじめました。

12

るともいえる﹁過疎最先端の

にぎやかな過疎の町 美波町

神社純一郎さん

自宅裏の畑で
「半農半X」
を目指す

域振興モデルとして映画化も

菜を無農薬で育て

ぺんに大好きになりました。

地元の人たちに出会い、いっ

まった美しい自然と魅力的な

山・ 川 が コ ン パ ク ト に ま と

初めて訪れた美波町。海・

方を実践しようと

農半Ｘ﹂の暮らし

えていただき﹁半

で、近所の方に教

りませんでしたの

の知識も経験もあ

ています。農作業

移住の決断と実行に至るまで

今年から空いて

しています。
をして気づいたら移住してい

いる２階の部屋を

わずか数か月、
﹁ 美波町に恋

されました。

20

ました﹂という感じです。

移住した年 ：2019 年 6 月
移住前
：東京都世田谷区
家族
：単身（家族は東京）
仕事
：
鉄鋼会社勤務→コンサルティング会社経営
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ストランなどで、活気がある

自宅兼事務所で始めた民泊
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の 暮 らし
移住者が語る
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ふるさと暮らし情報センター
オンライン謎解きゲームで佐賀の魅力を知る

３密は避けつつ気持ちは密に

セミナーレポート
杯！」からスタート。 自宅でくつ
ろぎながら皆で同時に佐賀を味

名の参加者をラン

わい、一気に一体感が出たように感
じました。
その後、
ダムに６名のグループに分け謎解

山から流れる栄養たっぷりの水は

まれる佐賀県は伏流水が豊かで、

の原料になります。また、山に囲

帯が広がり、おいしい米は日本酒

有明海沿岸には広々とした田園地

み、コロナ禍の日常をしばし忘れ

会者が訪問することで会話が弾

また、グループにヨッピーさんや司

り方 言 を 検 索したりしました。

オンラインで佐賀の地図を調べた

名所などに関する謎を解くため、

介に加え、ＬＩＮＥ公式アカウン

「やっぱよかでしょう佐賀。」の紹

ク公 式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル

支援室からは、移住サポートデス

き開始です。 佐賀の方言や観光

有明海に注がれ日本一の海苔やム

ることができたのではないでしょ
ト「 佐賀の移住子ちゃん」で移
住相談を開始したことなど移住

られるので、声をかけながら力を

でしょう。 会話はグループ間に限
住先を探していて、佐賀県は考

も高く、
「最高に楽しかった」「移

謎解き問題は参加者の満足度

支援について伝えました。

合わせる場面もあり、お互いの距
えていなかったが、この機会に視
野に入れたい」「佐賀の魅力がわ

謎解きの後は、自身もＵターン

側も参加者も満足度の高いイベン

い」 など感 想が寄せられ、企 画

かったから、まず旅行から始めた

者である佐賀県広報広聴課の長
トとなりました。

（移住コーディネーター・矢野）

いる」と話しました。

夫婦で移住後、東京から訪ねて

ライターのトム・コールトンさんは、

下島の御手洗に移住した写真家・

てすぐに、センターに来訪し大崎

２０１４年の

柱です。 広島県庁地域力創造課

ウ）さんによるトークセッションが

している中国籍の渠 蒙（キョ モ

部の関係人口づくりを調査研究

さん、広島大学の留学生で島しょ

に移住したジョーダン・ランゲン

トムさんと、アメリカ籍で倉橋島

今回のセミナーはイギリス籍の

いて語り、意見交換をしました。

や地域づくりの魅力と可能性につ

それぞれの観 点から島 暮らし

を紹介しました。

んは、 研 究 概 要や地 域 活 動など

活動でトムさんと出会ったモウさ

などを説明。 また、 島での調査

や今の仕事（テレワーク）の様子

ランゲンさんは日本に来た経緯

来る外国籍の友人が多く「私の

のトリリンガル職員の前田智子が

Ｓｅｔｏｕｃｈｉ Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ」

語のオンライン移住セミナー「Ｍｙ

告知もセミナーの会話も全て英

に伝えるセミナーを開催できない

内海の魅力について、外国籍の方

そこで、海外でも人気の高い瀬戸

夫 」という相談者が増えました。

ブースに「日本人の妻と外国籍の

年頃からは、センターの広島

「 日々の暮らしにとても満足して

写真スタジオを運営しています。

ＩＹ」を重ね、英国風のカフェと

について紹介。古民家を購入し
「Ｄ

移住後の仕事や地域との関わり

土 地に魅 了 された 話 をはじめ、

トムさんは下見に来て御手洗の

寄せられました。 日本の地方暮

すか」など、身近な質問が多数

すが、外国人はどう見られていま

「田舎は年配の方が多いと思いま

などで行 政 支 援はありますか」

の質問には「英会話教室の開設

チャットを活用した参加者から

地方暮らしに興味のある外国人

周りには地方移住に関心のある

を 月 日（木）に、外国籍の方
人で、そのうち外国籍の方は

いただくとなると準備が必要なこ

一方で、外国人の方に集まって

広
( 島県庁地域力創造課）

目を開催したいと考えています。

みを整えながら、近いうちに２回

か。トムさんたちとサポートの仕組

いかにして現地を訪問していただく

当面の課題は、今回の参加者に、

いることが分かりました。

らしに興味のある外国人が一定数
かと思うようになりました。

人。 日本人でインバウンド観光な

とも多く、
踏み切れずにいました。
コロナ禍でオンラインセミナーの
催できるかも」と自信がついたこ

経験を積み、「オンラインなら開

広島県がふるさと回帰支援セ

とからようやく実現しました。

セミナー開催の背景

ンターに 窓 口 を 設 置 し た の は

セミナーレポート

倉橋島に移住したランゲンさん

18

どの仕事をしている方もいました。

13

に向けて開催しました。 参加者は

言っていました。

司会を務めました。

瀬戸内暮らしの魅力を語る

紹介しました。 また佐賀県移住

谷 川さんが暮らしやすさなどを

謎解きではわからない佐賀県を紹介

離感が縮まったようです。

「方言」問題など有利だったこと

佐賀県出身者が多いグループは

ツゴロウなど珍しい生物の源になっ
と約

問の謎を参加者に、事前

催しました。

イベントは、
好きな飲み物で「乾

に送付しました。

人の参 加 者が意

月 日（土）
、「佐賀県謎解

参加者に事前送付した
「乾杯セット」

うか。

日本酒の蔵が もある佐賀県。

95

外 国 人がたくさんいる」 とよく

全て英語の外国人向けセミナー

たものとなりました。

という、他のセミナーとは一味違っ

ループで佐賀のことを調べていく

佐賀にまつわる謎を解くため、グ

制作を依頼しました。 参加者は

「よだかのレコード」さんに問題の

解きイベントを開催しているプロ、

にお届けする企画の第２弾。 謎

するライター、ヨッピーさんと一緒

今回は昨年に続き佐賀県を愛

気投合した２時間でした。

20

ています。そんな佐賀県の特産物

23

10

月です。 開 設し

実際に出題された謎解き

95

きゲームオンラインイベント」を開

21
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広 島 県
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36

ふるさと暮らし情報センター
人気の古民家をテーマに

の探し方を紹介。 その後、移住
者から古民家改修の話などを聞
き、最後は個別相談としました。

２人がゆったり充実した時間を過

セミナーレポート
奥さんと２人で床を張り替えた
ごしているのが伝わってきました。
ゲストスピーカーの２人が「 地

りして、楽しい毎日を送っている
そうです。
域の方がとても温かく、いろいろ

年に、熊野市に地域おこし協

もう１人のゲストスピーカーは、
から、地域の方に大切にされてい

に地域に溶け込む努力をしている

たことが印象的でした。 積極的

助けてもらっている」と話してい

力隊として就任した雨宮伸都さ
るのだと感じました。

「ＤＩＹ」 でイベントを開催

ん。 移住前は、埼玉県越谷市で

域へのアクセスもよく、伊賀忍者

市街地までわずか１時間。 各地

伊賀市は特急を使えば、大阪

興味がありましたが、いきなり農

も。 雨宮さんはもともと農業に

業 法 人で 農 業 を 勉 強した経 験

営 業の仕 事をしていたほか、 農

チェックしてください。

ルサイトがありますので、ぜひ

索をすると三重県の移住のポータ

す。「ええとこやんか三重」で検

今 後 も 移 住セミナーを 行いま

ゆとりのある生活がしたい

など古い歴史のある町です。 ま
業を始めるのは不安があり、協
（移住相談アドバイザー・清水）

た、盆地を利用した農業が盛ん

雨宿り」を運営するほか、「ＤＩ

力隊として活動しながら農業を

２０１８年３月に夫婦で移住し

Ｙ」関連のイベントを開催したり

で、伊賀米や伊賀牛も有名です。

会 場の両 方で「ええとこやんか
た高橋健作さんが今回のゲストス

しています。

学ぶことにしました。 今は任 期

三重移住セミナー～移住者が語
ピーカーです。 移 住 前は、 深 夜

有機農法で野菜を生産している

る古 民 家のリノベ編～」 を開 催
遅くまで働く日々を送っていまし

でのＤＩＹについて、ＤＩＹ好き

を 終 え、 家 族 で 民 宿「 農 の 家

しました。７人の参加で、時差
たが、ゆとりのある生活と将来の

の方から具体的な方法を教えて

農家も多くあります。

があったにも関わらず米国からの
子育て環境を考え田舎暮らしを

もらったり、安く木材をもらえた

高橋さんと雨宮さんは、地方

参加者もいました。
決意。 名古屋の実家に近い伊賀

りすると利点を説明。「ＤＩＹは

した鈴木英策さんと大山芙由美

大変な部分もありますが、その

談ができた」といった感想が寄せ

さん。 移 住 する際の注 意 点や、

家の入り口の格子に一目ぼれを

られました。また、来場者へのプ

どのように新しい仕事をつくった

ドタウンとしても有名な伊賀市

レゼントとして全員に山形特産品

のかなどをテーマに話しました。
運営する鈴木さんは、自身の経

ＧＩ「山形ラ・フランス」とお米

手間を楽しむのも大事」と語り、

市町村と 団体がブースを出展

団体がブー

談窓口や農林漁業・就職を含む
仕事相談窓口など

ンター理事長メッセージ、市町村

イベントコーナーでは、知事やセ

出がある場合もある。 現実的な

実際は都会と変わらないくらい支

が少ないと思っている人も多いが、

験を踏まえ、「田舎暮らしは支出

のＰＲ動画の上映、先輩移住者

情報をしっかり集めていく事が重

先輩移住者の声を伝える

コロナの影響により、パソコン越し

４名が出演するトークセッション

要だと思う」と述べました。

スを出展しました。

に自治体・団体の相談を受けられ

を二部構成で、それぞれオンライ

福田直樹さんと遊佐町に地域お

第一部は米 沢 市のピアニスト、

で山形の魅力を伝える良い機会

んの方に来場いただき、新たな形

での開催となりましたが、たくさ

今回は前回とは大きく違う形

以前から移住相談をしてきた

こし協力隊として移住した半澤

は交通会館に来場いただきました。

方や、初めて移住を検討する方

日（ 日 ）
、

となりました。

月

香織さんが登場。 田舎暮らしを

77

推 進センターが

など 組１１２名の参加があり、

階カトレアサロン

町線
有楽
町駅
有楽

目駅
一丁
銀座

高速
首都

（移住コンシェルジュ・多田）

東京交通会館
フェア「やまがた暮らし大相談会」

ただきました。 特に半澤さんは、
「 事 前にいろいろな情 報を調べ、
相談員に相談しながら、現地で
体 験し『これなら生 活できる 』
という 確 信 を 得ることが重 要 」
と話しました。
第二部の先輩移住者は、地域

銀座駅

〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館8F
Tel 03-6273-4401 Fax 03-6273-4404
E-mail ginza@furusatokaiki.net
URL https://www.furusatokaiki.net/
10：00 〜 18：00 火〜日（月・祝日定休日）

を開催しました。フェアは、
センター
として初めて開催。 個別相談コー
ナーと、先輩移住者のトークセッ
ションなどを上映するイベントコー
ナーに分け実施しました。

個別相談では、参加者が移住
相談を一度に受けられるよう、県

おこし協力隊を経て地域で起業

マロニエ
ゲート銀座

ふるさと回帰支援
センター・東京

29

内全市町村に加え、住まいの相

都

な行動を起こしたのかを話してい

始めるにあたり何から調べ、どん

ンで行いました。

るオンラインブースを ブース、対

複数の自治体に相談する参加者も

戸沢村で廃校を活用しカフェを

した古民家に今は住んでいます。

全

48

「複数の自治体に、１日かけて相

面による３ブースを設置し、参加者

45

で山形県の全 市町村が参加する

（一社）ふるさと山形移住・定住

13

を配布し、参加者に好評でした。

の担当者が、地域の魅力や物件

野市と、田畑が広がり大阪のベッ

セミナーは、 海も山もある熊
市へ移住しました。

月 日（土）にオンラインと

17

セミナーレポート

77組112名が参加した「やまがた暮らし大相談会」
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35 12

ふるさと暮らし情報センター

銀座線
和光

国際
東京 ラム
フォー

JR有楽町駅
有楽町
マリオン 有楽町 交通
会館
イトシア

丸の
内
線

田線
営三

田線
千代
谷駅
比
日

18
早春

13

vol.

48

認定NPO法人
ふるさと回帰支援センター・東京
vol.

2021
19 ── 100 万人のふるさと

28

35

地域おこし協力隊を経て民宿を始めた雨宮さん

三 重 県
11

山 形 県

9 月 「イナコレ」開催

新型コロナウイルスの感染が抑えられていた 9 月は、す

べての備品を消毒し、検温、アクリル板の設置などコロナ

大阪ふるさと暮らし情報センター

禍に対応した対面型の大型相談会『イナコレ』を開催。

2020年を振り返って

大阪まではなかなか足を運べない市町村とオンラインでつ
なぐ自治体もあり、前年度比150パーセントとなる大盛況！
対面相談を心待ちにしていた移住希望者の満足度が大変高
いイベントとなりました。

10月

この時点で 4 月・5 月を除いた大阪ふるさと暮らし情報
センターの対面相談件数はなんと前年度比 126 パーセント！

11月

2020 年はコロナに翻弄された 1 年となりました。
「大阪ふるさと暮らし情報センター」でも約 1 か月の

用に取り組んでいます。対面相談とオンライン相談
のハイブリッド型セミナー「イナカタリア」の開催を

臨時閉所、
「おいでや！いなか暮らしフェア 2020」

皮切りに、
「イナコレ」ではオンライン相談を併用し、

と「いなスタ 2021」の中止など、大きな影響を受

年末からはオンラインでの「なんでも移住相談」を

けました。

本格スタートしました。
情報技術が都会の人を自然豊かな「いなか暮らし」

～

コロナ禍で今まで漠然と田舎暮らしに憧れていた移住希望

一方で「第 1 波」以降、移住相談が増え、
「ポスト・

者や、新たに移住を考え始めた方が今まで以上に真剣に相

コロナ」といわれる社会が、自然との共生やスロー・

へと誘うなら、それはそれで素敵な時代の幕開けで

談されることが多くなったように感じます。

ライフを志向することにも気づかされました。農業

はないでしょうか。
「大阪ふるさと暮らし情報セン

を希望される方が増えたのも、コロナ以降の傾向だ

ター」もそんな新しい時代の中で、

と思います。

求められる役割をしっかりと果たし

新型コロナウイルスの感染拡大が始まり、対面でのセミナー

12月 や相談会が再びオンラインへと切り替わっています。センター

でも『オンライン なんでも移住相談』を本格的に開始しました。

移住相談へのオンラインの活用が一気に広がった

ていきたいと思います。

のも、コロナの影響といえるようです。
「大阪ふるさ

大阪ふるさと暮らし情報センター

と暮らし情報センター」でも、オンラインの積極活

所長 山口 勝己

オンライン移住相談はじめました
大阪ふるさと暮らし情報センターでは、移住を検討しは
じめた方のためにオンライン移住相談を受け付けています。

1 月 「いなスタ 2020」開催
30 代～ 50 代の参加者が 65 パーセント！現役世代の移

「地域がまだ決まっていない！」「なにから始めたらい
い？」「移住ってどんな感じ？」などなど、お気軽に相談
してみませんか？ 北から南まで7つの地域で暮らした相談
いきなりオンライン相談は…と思われる方は電話
相談やメール相談も今まで通り受け付けています！
大阪ふるさと暮らし情報センター
谷町線

阪神高速

堺筋線

大阪国際ビル

御堂筋線

本町通

本町橋

東警察署
出口1

出口4

ふるさと暮らし
情報センター
中央大通

谷町四丁目

出口12
堺筋本町

丸紅

本町

出口9

本町
出口

マイドーム
大阪

中央線

〒540-0029
大阪府大阪市中央区本町橋2-31
シティプラザ大阪内1階
Tel 06-4790-3000
Fax 06-4790-3111
E-mail info@osaka-furusato.com
URL http://www.osaka-furusato.com/
10：00 〜 18：00 火〜土
（月・日祝定休）
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早春

デジタルサイネージ
2021 年の元日から順次、大阪メトロと京
阪電鉄の各駅にて、大阪ふるさと暮らし情報
センターのデジタル広告を期間限定で掲載。

デザインは大阪センターのアルバイトとし

て活躍中の学生 I さんが担当。イラストは、
センター職員 F がすべての都道府県をかわ
いく描きました！
コロナ禍における地方移住への関心の高

まりを受け、少しでも多くの方に大阪ふる
さと暮らし情報センターを知ってもらえる
よう、計画しました。

2月
～

員が移住への第一歩をお手伝いします。

住に対する関心の強さを実感することができました。
新型コロナウイルスによりイベント中止が相次ぎ、セン

6 月 ター主催の最大のイベント『おいでや！いなか暮らしフェ
ア 2020』も開催を中止。

外出の自粛が求められる中、電話やメールでの相談が増
加。デジタルパンフレットで自宅から移住情報を見ていた
だけるよう HP を更新しました。
また、Facebook で「ふるさと便り」をお届けするなど、ス
テイホーム中でも情報が受け取れるよう工夫を凝らしました。

7 月 「イナカタリア～こんなときだからこそハイブリッドで～」開催

オンラインが苦手な方と外出を控えている方のどちらに

も対応できるよう全国的にもいち早く『ハイブリッド型』
セミナーを開催！
！
会場と現地、そしてオンライン希望者の自宅のすべてを
つなぐセミナーは、スタッフも手探りの中、何度も打ち合
わせを重ね、無事開催に至りました。

20

会 員 募 集

ふるさと回帰運動には、
みなさんのご支援が必要です

の お 知らせ

２０２１年の大型イベントの日程決まる

参加できます
さと回帰運動に
こんな形でふる

ふるさと回帰支援センターは 2021 年に多くの

ふるさと暮らし情報センター（東京と大阪）を利用して…
■田舎暮らしセミナー等を開催することができます！

賛助
（サポート）
会員として

■体験ツアーなどのイベント情報等のチラシを設置し、センターで、

自治体
団体は

告知・募集のお手伝いをします！

■地域情報を常設し、来訪者に配布・ご案内することができます！

ふるさと回帰支援センターのホームページを利用して…
団体正会員
（年会費 50,000 円） ■地域のイベントや体験ツアー等の情報掲載や告知ができます

個人

団体

企業

■「お役立ちサイト集」にリンクを貼ることができます！

1 口 3,000 円

（個人賛助会員）

1 口 30,000 円

（団体賛助会員）

会 場 ：カトレアサロンB（東京交通会館12階）

イルス感染症への万全な対策を講じたうえで、い

対象地域：岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、和歌

ずれも会場での開催を目指しています。ただし、

山県、兵庫県

感染拡大の状況次第では、イベントが延期または

以下予定：奈良県、愛知県、大阪府

す。イベントの問い合わせは、
当センター事業部
（電

■相談コーナー、物産コーナー、不動産物件コーナー等へ出展できます！

個人は

交流＆移住 井戸端会議（仮題）

大型イベントを開催する予定です。新型コロナウ

企画内容が固まり次第、皆さまに連絡いたしま

※賛助会員も税額控除が受けられます

■情報誌「100 万人のふるさと」を年４回送付いたします。
■ IJU ターン、二地域居住、都市と農山漁村の交流など、ご自身のライフスタイルに
合ったふるさと暮らしのために、個別の相談を受けられます。
■ふるさと回帰支援センター主催のイベントに参加できます。
■田舎暮らしセミナーや地域のイベント情報等を掲載したメールマガジンを、
定期的にお送りします。（希望者のみ）

6月13日（日）

中止となる場合もあります。

1 口 100,000 円
（企業賛助会員）

■情報誌「100 万人のふるさと」を年４回送付いたします。

ふるさと回帰フェアで…

個人正会員
（年会費 5,000 円）

ふるさと回帰支援センターのホットな情報をお届けします！

話：03-6273-4415 メール：project@furusatokaiki.

寄付のご協力も受付中です
認定NPO法人への寄付がしやすくなりました！

net）までお願いいたします。

7月4日（日）

九州・山口・沖縄発見フェス（仮題）
会 場 ：ダイヤモンドホール（東京交通会館12階）
対象地域：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分

税額控除が受けられます。
（寄付金額 -2,000 円）× 40% ※個人の場合

県、宮崎県、鹿児島県、山口県、沖縄県

・1 万円の寄付で 3,200 円の減税
・10 万円の寄付で 39,200 円の減税

7月25日（日）

お申込み・お問合せ

理事長･･･････････ 高橋 公
顧 問･･･････････ 中家 徹〈JA 全中会長〉
神津里季生〈連合会長〉
中西宏明〈日本経団連会長〉
嶋津 昭〈地方自治研究機構会長 〉
山田俊男〈参議院議員・元全中専務理事〉
見城美枝子〈青森大学副学長・エッセイスト〉
理 事･･･････････ 加藤登紀子〈歌手〉
参加各団体代表
事務局長･････････ 江森孝至

100万人のふるさと回帰・循環運動推進・支援センター事務局
【大阪】〒540-0029
【東京】〒100-0006
大阪府大阪市中央区本町橋2-31
東京都千代田区有楽町2-10-1
シティプラザ大阪内1階
東京交通会館8F
TEL 03-6273-4401 FAX 03-6273-4404 TEL 06-4790-3000 FAX 06-4790-3111
E-mail info@osaka-furusato.com
E-mail info@furusatokaiki.net
http://www.osaka-furusato.com/
http://www.furusatokaiki.net/
webサイトからも参加できます。

http://www.furusatokaiki.net/supporter/

東北U・Iターン大相談会（仮題）
会 場 ：カトレアサロン（東京交通会館12階）
対象地域：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形
2019年度「九州・山口・沖縄発見フェス」

県、福島県

10月17日（日）

第17回ふるさと回帰フェア2021
会 場 ：東京国際フォーラムホールE

編 集 後 記

認定NPO法人ふるさと回帰支援センター理事長

高橋 公

府県にも出された。それ

7 3

県に緊 急事態宣言が出さ

8

1

都

7

日には

13 7

コロナ禍の中で2021年がスタートした。

1

月

れ、 日にはさらに

早春

2

にしても対応が後手に回っている。 日、 日

2021

者が出たことが引き金になったようだ。気がつ
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と 日続けて東京都で2000人を超える感染
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けば通勤電車の中にマスクをしていない人はい

2021年 早春

ない。急速な勢いで感染が拡大している。もっ

と徹 底した感染 対 策 が必要なのではと思うの

は、私だけではあるまい。

日本人は、欧米人に比べマスクにあまり抵抗

波と言われるコロナが広がって

感はないようだ。アメリカ人などに比べたら上

昨秋から、第
3

からの要請に従順なのは日本人の特性なのか。

きた。たいしたことはないとタカをくくってき

年末には、正月は静かに過ごしましょうと言い

たが、もうここまでくれば待ったなしだ。

ながら、総理や幹事長が参加して、芸能人たちと

得力を失った。どうも今の内閣は果断に先手を

ステーキパーティーを開催したことがバレて、説

打って対策を行うということが得意ではないよ

うだ。業界団体からの圧力に押され、経済を回す

ぐはぐな感じは否めない。ウイルス対策は先手必

ことに気を取られ過ぎている感じで、打つ手がち

勝が肝要と誰かが言っていた。

今年は、コロナ禍ということもあるが、政治

的、経済的、社会的にも全く先が見えない中で
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スタートした。しかし、ふるさと回帰支援セン

2

ター的には、はっきりと結果が求められる年で

月にスタートしたがコロナによって思った

100万人のふるさと

年

1

あると考える。地方創生の第 期総合戦略は

1

ような成果があげられなかった。残すところは

年の経験を

あと 年。これからは 年 年が勝負の年になる

生かして、非営利の旗を高く揚げ、具体的な数字

と言っていい。当センターは、設立

で結果を出し、地方創生の流れに寄与したいと年

頭にあたり決意している。
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4

4

2021年2月17日発行

出展条件：ふるさと回帰支援センター会員自治体
※リアル+オンラインのハイブリッド型の予定
2019年度「東北U・Iターン大相談会」

書籍紹介

地方に住んで東京に通う
コロナ時代の新しい暮らし

全国市長会会長や新潟県長岡市の市長を務めた
森民夫氏と、経路検索ソフト「乗換案内」で知られ
るジョルダン株式会社の佐藤俊和代表取締役社長
が、zoomで東京一極集中の是正や地方創生につい

著 者：森 民夫 佐藤俊和
出版社：悟空出版
価 格：９００円（税別）

て対談し、まとめた一冊。森氏は「コロナ禍でテレ
ワークが定着し、住む場所を自由に選べる時代にな
り、地方都市の可能性が広がった」という。
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・
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TEL 03・6273・4401
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