
人と地域をつなぐ事業
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昔、むかし、

と、いうほど昔でもない平成 27 年。

あるところ・・は、山形県置賜地域のことです。

悩める人びとがおりました・・

地域づくりに携わってきた

けど、最近なんか疲れてき

たなぁ・・・
家と職場の往復で１日が

終わってしまう・・・

移住してきたけど、

どうつながりを作っていいのか、

わからない

気づき
会社や組織、地域の集まりなどでも、当
然のことですが目的があります。目的のた
めに集まり、一緒に仕事や行動をする。あ
たりまえのことのようですが、どうも一人
の人間、一個人にとっては「あたりまえ」
ではないかもしれません。
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地域づくりに興味は

あるけど、何をした

らいいの？

家事と育児におわれて、

自分の時間がもてない・・

わたしらしく
肩書きを離れて、名前で呼ばれる機会は
意外と少ないように感じませんか？ 
仕事の役職、ママ、お父さん、と言った役
割。そう言った肩書きから、いっとき離れ
てみるのも悪くないかもしれません。

まずは、目的がなくても
集まることに目的がないというと、なかな
か想像することが難しいかもしれません。
そこでは、年齢や性別、肩書きによらな
い関係があり、目的がないからこそ、自
由に参加し発言することができます。集ま
ることに目的はありませんが、集まった人
たちで新しい動きにつながることはありま
す。人と人、地域がつながった瞬間かもし
れません。
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キーワードは「ゆるふわ」

「ゆる」はカチッとしていることの反対
ではなく、ルーズということでもありま
せん。ゆるいということは、色々なもの
が許され寛容性があるということです。

「ふわ」っとしているのは、あらかじめ
決められた目標を目指すのではないから
こそ、まだ無いもの、言葉になっていな
いものを探索的にみんなで考えていくこ
とで、形にしていける可能性があります。
ゆるくてふわっとした時間があるからこ
そ、対話が生まれます。

悩める人びとは、

ある事業に出会うのでした。

「人と地域をつなぐ事業」

そこでは、さまざまな学びや、

人との出会いが待っていました。
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学び
「人と地域をつなぐ事業」は毎年 6 月ご
ろスタートし、翌年の 3 月ごろに終了す
る事業です。講座や研修、フィールドワー
ク、交流事業などが予定されています。
受講者のみなさんは、「ゆるふわ」、「ウェ
ルビーイング（良い状態）」といった考え
方や、エナジーカーブのワークショップ
などを体験し、講師の坂倉杏介さん（東
京都市大学都市生活学部准教授）と一緒
に、お互いの関わりを深めていきます。

私を生かして、地域を活かす
一人ひとりが自分の気持ちを語ることが
でき、それを聞いてくれる人がいる。他
者との対話を通じて、自分の想いが確認
されることで、新しい意識や価値が生ま
れます。つながりと対話が仲間をつくっ
ていきます。
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あるときは、置賜地域をはなれ、

あちこち研修に行ったりもしました。

参加者のコメントと一緒に、

ちょっとのぞいてみましょう。

交流
フィールドワークとして、視察や地域づくり
団体との交流を行います。人と地域をつなぐ
事業の同期生や修了生との交流も進め、人同
士、団体同士がつながっていくことの楽しさ
を感じていただきます。
この交流がきっかけとなり、異なる土地に暮
らす人同士の細く長いゆるやかなつながりが
続いています。
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芝の家
東京都港区芝地区総合支所の進める、「地域をつ
なぐ！交流の場づくりプロジェクト」の拠点。
あたたかい人と人とのつながりとは、子どもが
のびのびと遊び、お年寄りが安心して暮らせる
ように、まちに住み働く人たちがお互いに支え
あえる関係。子ども、大人、お年寄り、住民、
在勤 · 在学者、だれでも自由に出入りでき、みな
さまと共にまちを考え創ることのできる場を提
供することを目的としている。

参加者のコメント
「東京なのに東京らしくない、多様な人が集う、

まちの縁側みたいな場所。」

ご近所ラボ新橋
港区が芝の家と合わせて運営する「ご近所イノ
ベーション活動」を応援する実験室。「地域と、
誰かと、わたしのために、ここからはじまるご
近所イノベーション」をテーマに、身近なとこ
ろから地域や社会をちょっとよくしていくとい
う場になっている。

参加者のコメント
「東京でも置賜でも、人のつながりとか、同じこ

とを心地良いと感じていることに気づいた。」
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ご近所イノベーション学校
地域にかかわる一人ひとりが「やりたいことを
まちにつなげる」ことで実現する新しい地域づ
くり。様々な講座やご近所イノベーション活動
の情報の支援、つながりと活動を生みだす場の
運営や「新しいかたちの中間支援のプラット
フォーム」づくりを行っている。

参加者のコメント
「自分たちが楽しみながらできることを仲間と一緒

に取り組んでいると感じた。」

おやまちプロジェクト
東京都世田谷区尾山台付近の住民、学校、商店、
大学、様々な人たちが垣根を越えて集まるチー
ム。「商店街」「学校」をキーワードに新しい地
域づくりを構想。小学校をベースに多世代の
人々がともに学べるおやまちデザインプロジェ
クト、歩行者天国の空間を人々のアクティビ
ティで満たす、つながるホコ天プロジェクトと
OYAMACHI CAMP、まちのこれからを考える
おやまちサロンなど多様な取り組みを行ってい
る。

参加者のコメント
「みんながつながっている感じがする商店街に魅

力を感じた。」
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置賜の外に出て、必然的な環境

が作られたことで、自分のこと

を話せたのかもしれません。

置賜の枠から外に飛び出したこと

で、いい感じにスイッチが入った。 坂倉杏介（さかくら きょうすけ）
東京都市大学都市生活学部 准教授
1972年生まれ。慶應義塾大学デジタルメディア・
コンテンツ統合研究機構専任講師などを経て、
2015 年 4 月より東京都市大学都市生活学部准
教授。専門はコミュニティマネジメント。多様
な主体の相互作用によってつながりと活動が生
まれる「協働プラットフォーム」という視点か
ら、地域コミュニティの形成過程やワークショッ
プの体験デザインを実践的に研究。「芝の家」や

「ご近所イノベーション学校」の運営を通じて港
区の地域づくりを進めるほか、様々な地域や組
織のコミュニティ事業に携わる。

東京都市大学都市生活学部
コミュティマネジメント研究室
研究室のテーマは、「人と人との〈ほどよい〉つ
ながりを増やし、生き心地のよい地域をつくる」
です。地域に足を踏み入れ、そこで生活をする
方々と一緒になって活動を起こしていく実践に
重きを置いています。
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置賜をもうひとつの「ふるさと」

のように思ってほしい。

東京都市大学コミュニティマネジメント
研究室との夏合宿

平成 29 年 東沢地域の未来を考える（川西町）
平成 30 年 私の心のバリアを考える（南陽市）
令和元年 信夫町ガーデンフェスティバル（米沢市）

また、ある時は首都圏から学生さんたちや、

港区芝地区のみなさんが置賜地域に訪れることもありました。

ある時は置賜で、ある時は港区で、

一緒に、いろんなイベントを開催しました。
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みなさんの笑顔が自然に思い浮かぶ

ような、ゆるやかなつながりをこれ

からも続けていきたい。

24 時間トークカフェ置賜スタッフの方

公開講座
「つながりが私たちの暮らしを豊かにする・創発
のまちづくり」
受講者から企画運営チームを募り、会場の選定
からはじまり、講座のタイトル、チラシのデザ
イン、運営の方法、事業紹介パネルの作成を実施。

「関係人口のつくり方〜わたしたちは地方で幸
せを見つける〜（ソトコト編集長の指出一正さ
ん）」と題した講演とワールドカフェを行い、全
国から集まった参加者全員でダイアログ（対話）
を行い交流した。置賜地域だけでなく、地域内
外のいろいろな人があたりまえにいて、あたり
まえに未来を語り合う。ここに良い『関係人口』
が生まれていることを再確認した。

24 時間トークカフェ置賜
港区芝地区で暮らす人、置賜で暮らす人がつな
がり交流する 24 時間。
置賜で自分らしさを生かした活動をしている受
講者が、様々なセッションやダイアログを通じ
て、「自分らしい暮らしや生き方」を語り、港区
芝地区のみなさんと交流した。
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スタジオ八百萬
山形県米沢市にあるコワーキングスペース。た
くさんの才能がつながる場所にとの思いから

「八百万（やおよろず）の神々」にあやかり命
名。通常のワークスペースの他に、チャレンジ
ショップや講座、プロジェクトなどが行われて
いる。企画に参加した利用者が「自分の好きな
こと、やりたかったこと」を思い出すことがきっ
かけとなり、新たに様々なプロジェクトが日々
生まれている。

人と人が出会い、地域と出会い、

「わたしをみつける ゆるやかなつながり」は、

かけがえのないものとなりました。

つづく・・

活用
ウェルビーイングを大切に、「ゆるふわ」
な関係から、「つづく・・」その後の取り
組みをいくつかご紹介します。

私のやりたいこと×社会に良いこと
私はこの地域でどのように生きていきた
いか。私のやりたいことが、仲間と共に
共有され、つくり合うことで、やがて新
しい社会システムを育んでいきます。
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Wellbeing

「ウェルビーイング」とは、「Well ＝良い」
と「Being ＝状態、あり方」を組み合わ
せた言葉で、文字どおり「良い状態」を
意味します。
普段、私たちは病気やケガなど「悪い状
態」には気が付きやすいものですが、逆
に「良い状態」であるのかを、考えるこ
とはあまりありません。例えば、あなた
の職場や家庭のことを考えてみてくださ
い。それらの環境は「良い状態」—ウェ
ルビーイングにあると言えるでしょう
か？
出典《JST RESTEX HITE「日本的 Wellbeing
を保進する情報技術のためのガイドラインの策
定と普及」(CC:BY4.0)URL:http://wellbeing-
technology.jp》

自分の暮らすまちのご近所でつながりをつくる。
近くに住む人とつながりがなく、除雪なども
自分だけが良ければいいと思っていたが、受
講後、積極的に声がけするようになり、ご近
所さんとの夏祭りなど、小さな地域活動を
行ったことで、つながりができ、除雪も協力
して行うようになった。

マザー＆ベビーケア
受講中に自分の想いを仲間に語り、マザー
＆ベビーケアの自主事業を行ったことが、　　
受講後にマザー＆ベビーケアのサロンを立ち
上げることにつながった。

子ども服お下がり交換会
置賜での子育てをもっと豊かにしたい！と考
える受講者同士がつながり、子ども服のお下
がり交換会を始めた。

老舗の酒蔵にある資料館を地域に開く
ご自身が嫁いだ老舗の酒蔵にある資料館を地
域に開く取り組みとして、様々なイベントを
行っている。
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「人と地域をつなぐ事業」のわかりにくさ

人と人が安心して集まれる場所を保証す
るというのは、地域や行政としても大事
な仕事の一つです。ただし、私たちは組
織やこれまでの関係性といったものに慣
れすぎているので「無目的な集まり（≒
安心して集まれる場所）を目的に開催す
る」ということに少し戸惑うかもしれま
せん。当事業は、そういった場や関係性
を保証しながら、講座や研修を通して、
参加者のみなさんに学んでいただく事業
です。

この事業に参加して、毎日の

生活の中に幸せを感じることが

大切だと思うようになった。

仕事ばかりの毎日で地域のつながり
など考えたこともなかったけど、こ
の事業に参加したことでコミュニ
ティがひとつできた。

「ゆるふわ」って、まわりの人

の気持ちに意識を向けること

なのかなと感じている。

自分はどう生きていくのか、

どうありたいか、自分の声

を聴く時間になっている。

参加された受講者と講師からのコメント
受講者の方が１年間参加してみての感想
と、これまでの歩みを、中間支援をいた
だいている前神さんと講師の坂倉先生か
らコメントをいただきました。
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答えではなく、問いを見つける場（坂倉先生）

問いを見つける場
人と地域をつなぐ事業は答えがあるところ
ではなくて、問いを見つけるための場だと
思っています。　

かけがえのないこと
人と地域の受講者は、特に目的があって
集まる訳ではないことを良いと思っていて、
そこで起きることが、他にはない、自分た
ちにとってかけがえのないことであると感
じている方が多いと思います。

仲間がいること
エネルギーが湧いてくる仲間がいて、ネッ
トワークがあると感じています。
仲間と状況を分かち合っている私たちは、
自分の生きていきたい生き方を、いかなる
状態でも続けていく力をみんなで高め合っ
ていると感じました。

場があること
みなさんの想いを語る場、それを実現す
るにはどうしたらいいのかといった話をし
たり、みんなが力を合わせて、何か小さく
てもアクションを起こしていける場として、
人と地域をつなぐ事業やスタジオ八百萬と
いう場があります。
ここには、一人ひとりが自分の気持ちを語
ることができて、そこには自分以外の他者
という聞いてくれる人がいて、自分の想い
が確認されて、そこから新しい意識や価値
が生まれていくようなそういう仕組みがあ
るのだと思います。　　

人と地域をつなぐ事業は
ずっと動いている（前神さん）
この事業は、ずっと動いているから、これ
は何かと聞かれても、その時々で捉え方
が違うと思います。
だから、自分たちがこの事業はこういうも
のであるという枠に、はまらないようにし
てほしいと思っています。

前神 有里（まえがみ ゆり）
（一財）地域活性化センター人材育成プロデュー
サー、地域活性化伝道師。愛媛県在住。飛行機
通勤のほか、テレワーク、ノマドワークで働き、
介護と両立。2015 年から置賜に関わるようにな
り、広域連携・遠隔自治体間連携・人財育成支援
などに携わる置賜関係人口でもある。
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人と地域をつなぐ事業 受講者募集
置賜広域行政事務組合では「人と人」「人と地域」のつ
ながりづくりや「新たな楽しみの発見」「地域に関わる」
きっかけづくりをすることで、置賜で活き活きと暮らし、
置賜を元気にするような活動を広げるため、平成 28
年度から「人と地域をつなぐ事業」を始めました。

「つながる喜び」「つながる楽しさ」を体感しながら、
置賜で活き活きと暮らすため、一緒に新しい価値を探
し、みんなでワクワクすることを語り合っていただける
受講者を募集します。
はじまりは小さくても、自分ひとりでは難しくても、置
賜で暮らす人たちとつながり、対話し助け合うことで、

「想い」を形にする一歩を踏み出してみませんか。

【活動内容】
期  間：通年５月から翌年３月まで
回  数：講座３回、フィールドワーク１回、外部研修１回
活動日時：主に土曜日、日曜日（詳細は随時決定します。）
活動場所：講座１〜３は置賜地域内で開催します。フィール

ドワーク及び外部研修は東京都で開催します。
※東京都への交通費は補助があります。

【人と地域をつなぐ事業のイメージ】

受講者は置賜３市５町から公募により選出

講師／坂倉杏介 氏（東京都市大学都市生活学部准教授）

気づき

講座1
6月予定

学び

講座 2
8月予定

交流
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ワーク
11月予定

外部研修
1月予定

活用

講座 3
3月予定
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展開 !


