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企画振興部広報県民課 

 

 

「若者とともに進める信州創生 ～若者タウンミーティング～」会議録 
 

 

 

テーマ 「今日からあなたに何ができるか？」 

 

日 時 平成28年１月８日（金） 午後６時から８時15分まで 

 

場 所 HanaLab.Unno（ハナラボ ウンノ）（上田市中央） 
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参加者   県民50名 

阿部守一（長野県知事） 

 

 

 

 

 

 

 

この県政タウンミーティングは、６つのテーマ別にグループを分けて意見交換を実施しま

した。 

 各テーブルの意見交換の内容は省略してあります。 
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１ 開  会 

 

【広報県民課長 藤森茂晴】 

皆様、お待たせいたしました。ただいまから「県政タウンミーティング」を開催いたしま

す。意見交換までの進行を務めます、私、長野県広報県民課長の藤森茂晴と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

さて、「地方創生」のトップランナーを目指す本県では、若者の皆さんと５回にわたるタ

ウンミーティングを含め、これまでに多くの県民の皆さんや団体などからご意見をお聞きし

た上で、昨年10月「長野県人口定着・確かな暮らし実現総合戦略」を策定いたしました。こ

れを踏まえ、本日の県政タウンミーティングでは、意欲のある参加者同士が交流して、これ

から自分にできることや、こんなことを始めた、取り組んで感じた悩みなどの思いを共有し

て、次の一歩を踏み出すきっかけづくりの場にしていきたいと考えております。 

本日、この会場におきましてはもともと８月４日の開催を予定しておりましたけれども、

当方の急な都合により直前で延期となってしまいまして、今回、改めて開催させていただく

ことになりました。 

それでは、午後８時までの予定でこれから意見交換に入ってまいります。 

なお、全体での意見交換の内容につきましては、お名前などの個人情報を除きまして、後

日、県のホームページで公開させていただきますのでご承知おきください。 

本日のタウンミーティングはこの会場、ハナラボウンノを運営されております、一般社団

法人ループサンパチの吉澤茉帆さんに進行役をお願いしております。吉沢さんのプロフィー

ルは、お手元の次第に紹介させていただいておりますので、ごらんいただきたいと思います。

吉澤さんは県内のご出身で、広島大学で大学院まで９年間教育学を専攻された後、山口県立

大学に在職され、インターンシップのコーディネーターに従事されました。その後、若手人

材を活用した地域産業の活性化の重要性を感じ、長野県に戻られました。現在は同じ市内の

「HanaLab Tokida」で働き方セミナー等を行うとともに、インターンシップのコーディネー

ターとして経営者と学生のやりたいことへの挑戦を支援する等、各種ファシリテーターとし

てご活躍されております。皆さんもご存知のことかと思います。 

それでは、吉澤さん、この後の進行をお願いいたします。 

 

 

２ 意見交換 

 

【吉澤茉帆氏】 

吉澤です。よろしくお願いします。 

今日は県政タウンミーティング「若者タウンミーティング」ということでご依頼をいただ

きまして、開催させていただくことになりましたが、実はフェイスブック等では勝手に「シ

ビックプライド妄想ミーティング」という名前で告知をしておりました。では、スライドを

再生します。 
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先ほどお話しいただきましたように、８月に知事にお越しいただいて開催する予定だった

ときに第１回を開催しました。知事の都合がつかなくなったので中止というお話だったんで

すけれども、せっかく集まってくださる方もいますので、もう勝手にやってしまえというこ

とでやったのが第１回です。でも、おかげさまで、何かの機会には妄想ミーティングをやろ

うということで２回３回と実施して、今日が４回になりました。県の方々にはとてもいいき

っかけをいただいたと思っています。 

では、シビックプライドとは何かという話ですけれども、町への誇りとか愛着、自分がこ

の町に住んでいるということに対して誇りを持つことがシビックプライドの意味するところ

です。私は上田の出身ではないですけども、こちらに住んで２年になります。印象として、

上田というのはチャレンジしている人がすごく多い町だな、そしてその人たちがつながって

いるなということを感じることが多いです。今日は「今日からあなたに何ができるか？」と

いうことで、住みたい町、おもしろい町、シビックプライドが持てるような町をつくるため

にできることは何だろうかというのを考えたいと思います。さあ皆さん、何ができますか。

そう言われても、うーんという感じかもしれませんが、今日、何しに来たんですか？妄想し

に来たんですよね。まずは妄想をするというのはすごくいいなと思っていて、よくグループ

ワークなどでも「責めないようにしましょう」とか「ただの愚痴は言いません」とかルール

があるんですけれども、妄想という言葉を使うことによって必然的にそういうことがなくな

るんですね。妄想だから「そんなのできないよ」というのだって、何を言ってもいいわけで

す。なので、３回を通して、この妄想という言葉はすごく便利だなと感じています。皆さん

も、まずは妄想することから一緒にやってもらえればなというのが今日です。 

では、これまでの妄想ミーティング、３回でどうだったかということですけども、これが

８月の第１回の様子です。40名ほどの方にお越しいただいて、このときも５名の方のテーマ

に沿って話をしていきました。ここから生まれたことが幾つかあります。このテーマリーダ

ーになってくれているのは防災ガールです。防災ガールというのは全国組織なんですけれど

も、大学生で、県内に一人しかいません。そんな彼女が「新しい世代の避難訓練をしたい」

と妄想を話した結果、実際に防災のキャンプをやればいいじゃないかという話が出て、９月

に１泊２日で実施されました。今日も来ています。防災キャンプのこととか妄想ミーティン

グについてなど一言、どうぞ。 

 

【参加者Ａ】 

普段のこういうセッションや話し合いではちょっと堅くなってしまいますけれども、妄想

ミーティングだと、終わった後すごいワクワクしてやる気になってしまい、やる気になった

結果、実行することになったというものでしたので、今日もワクワクできるんじゃないかな

と思ってます。 

 

【吉澤茉帆氏】 

ありがとうございます。本人がやる気になったというのもあるんですけれども、何よりも

周りの大人が彼女と一緒にやりたくなっちゃったというのが、この実現には大きかったかな
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と思います。最後まで手伝ってくれた他の会社の女性の方もいらっしゃいましたし、お城の

庭に泊まりたいと市に一緒に言いに行ったときも、市の方は、そんなに頑張っているんだっ

たら何とかしてあげたいなとなったのが彼女の魅力だったので、そういうところもあって実

現に至りました。ほかにも、ＮＰＯ法人で障がいを持った方を支援されている方が、妖怪フ

ァッションショーをやりたいと言い出して、かなりの衝撃だったんですけど、結果的にみん

なで妖怪になって出来ちゃったということが、妄想ミーティングをきっかけに生まれました。

８月の回には高校の美術班の方も来てくれていて、一緒にやりたいと言い出したんです。そ

れで、一緒にやりましょうということで、このハナラボでのワークショップをしていただい

たり、この近くにあるブックカフェで妖怪ファッションショーや洋服づくりのワークショッ

プも開催されました。 

その後もこういう形で、第２回はハナラボの３店舗目を会場に、東京からいらっしゃった

方々も交えて開催しました。それから、東京の方々が来るタイミングが２カ月に一回ありま

したので、そのときにブックカフェで本のまちづくりについての妄想ミーティングをやろう

となり、３回までやりました。そして今日が４回目で、チャレンジしている人たちと一緒に

妄想をしていきたいと思っています。 

勝手に「シビックプライド妄想ミーティング」と名前を変えてやってきた３回なんですけ

れども、今日のタウンミーティングもこういった形でやろうと思っていますが、知事、よろ

しいでしょうか。 

 

【長野県知事 阿部守一】 

皆さん、こんばんは。県政タウンミーティングということですけれども、吉澤さんに企画

を全部丸投げして、県政丸投げミーティングということでよろしくお願いします。 

妄想ミーティング、いいですね。ぜひ皆さんと私の思いを共有してほしいのは、私は知事

として仕事をしていて毎日何を考えているかというと、社会を変えていきたいなと思ってい

るんです。行政というのは、前例踏襲で去年と同じことを起案して仕事をしていけば何とか

なってしまう社会だと思われがちですが、全くそんなことではないです。世の中がどんどん

変化している中で、変化に合わせて、いわゆる行政、あるいは福祉、あるいは産業振興とか

教育とか、そういうものをどんどん変えていかなければいけないと思うんですけれども、変

えていくときに、行政だけでできることというのはやっぱり限界があって、行政だけではで

きません。 

県がつくっている地方創生は「信州創生」と書いてありますよね。信州創生って一体何だ

かよくわからないと思います。別にわからなくてもかまわないと思うんですけれども、とに

かく、長野県をもっと元気にしないといけないと。長野県にいて暮らして、あるいは遊びに

来てワクワク楽しくいられる場所にしなければいけないと思っているんですけれども、それ

するためには、さっき吉澤さん言ってもらったように、もっとみんなで自由にアイデアを出

し合って、こんな町だったら暮らしたいね、こんな場所だったら遊びに行きたいですよねと

いうのをどんどん発想を出して、それを発案した人が言ってもいいし、発案した人以外の人

たちが寄ってたかって実現してもいいし、あるいは、私たち行政がやらなければいけないこ
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とも多分あると思うし、そういう動きをどんどんつくっていかなければいけないだろうと思

っています。私、いろいろなところでいつも言っていますが、「信州創生」なんて行政だけ

ではできません。オール信州でやっていきましょうという話をずっとしてきていますので、

今日は若い皆さんと一緒で、吉澤さんからせっかくシビックプライドという問題提起とか妄

想ミーティングなんていう話をしていただいたので、どうすればぶれないか、どうすれば長

野県がもっとワクワク楽しく人が集まって賑やかに、そして充実した日々を送れるところに

なるのかというのをぜひ一緒に考えてもらうといいなと思っているんですが、どうですか。 

 

【吉澤茉帆氏】 

そのとおりだと思います。 

 

【長野県知事 阿部守一】 

とにかく何か変えましょう、一緒に。私だけでもできない。県知事は予算も持っているし

部下もいっぱいいるし、何でもできそうだなと皆さんは妄想しているかもしれないですけれ

ども、全くそんなことはないです。今、子供たちをサポートするために、子どもの貧困対策

について、私の頭の中で３分の１ぐらいを占めています。子供の貧困対策を考えると、どう

しても予算をつけてどうにかするというのが、私がやらなければいけないところだと思いま

すけれども、だけど、子供たちを本当に温かく支える社会にするには、幾ら予算をばらまい

たって絶対実現しないです。子供たちに寄り添って身近な場所でサポートしてくれる人たち

がいなければ、いくら行政が予算をつけたって全く無意味です。ですから、そういう意味で

は、私だけで社会は変えられないです。逆に今日集まっている皆さんが一人一人でやろうと

しても、多分、難しい問題がいっぱいあるんじゃないかと思います。そのときに、みんなで

力を出し合って、あるいは私は県知事として皆さんに選んでいただいているので、私を使っ

てもらったほうがいいと思うんですね、利用する。知事を利用するというと何か不正をはた

らくみたいなニュアンスがあってよくないかもしれないですけれども、知事とか市長とか行

政は皆さんのために存在しているので、もっとこういうことをやりたいんだけれども何とか

なるだろうか、もっとこういうことを行政も一緒に動いてというものをどんどん出してもら

って、そのかわり、言いっぱなしじゃだめですよ。人に頼むだけ、行政に任せるだけでは絶

対ろくなものにならないですから。行政と一緒にやろうという積極的な提案をどんどん出し

てもらえるとうれしいなと思います。 

 

【吉澤茉帆氏】 

４回の妄想ミーティングに全部出ていますという方はいらっしゃいますか。いない。では、

３回は出ていますという方は。お二人、ありがとうございます。２回目ですという方はちら

ほらいらっしゃって、初参加の方がほとんどですね。初めての人も楽しめるようにやります

ので、大丈夫です。今日は６人のテーマリーダーからお話しいただくんですけれども、どの

方も使えるものは使ってやろうという意識を持った方です。そういう方をバシッと人選して

おりますので、ぜひ、いろいろなお話をしていただければと思います。 
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今日は、リーダーの方々にプレゼンしていただいた後、妄想したいテーマ６つに分かれて

いただきます。グループディスカッションを約45分とりまして、ひたすら妄想します。45分

間同じ妄想でもいいですし、15分ごとに移動タイムをアナウンスしますので、このテーマが

気になるという方はどんどん移っていただいてもかまいません。それぞれの机に模造紙とポ

ストイットとマジックがあります。ただひらすら話してしまうと何も残りませんので、でき

るだけ後に来た人たちが重ねて妄想を膨らませられるように、たくさんキーワードなどをメ

モしていただければと思います。 

それから、シビックプライド妄想ミーティングの恒例のものがありまして、そちらについ

て、勝手につくったシビックプライドセンター上田のセンター長からご紹介をいただいたい

てよろしいですか。初めて参加される方が多いので、ぜひご教授いただければと思います。 

 

【参加者Ｂ】 

今、ご紹介いただきましたシビックプライドセンター上田のセンター長です。「ウエーダイ

ナマイト！」という合言葉があるんですけれども、登壇者が自ら発表をする前に、最初に左

足をこういう感じに「ウエーダイナマイト！」ってやりますので、それをみんなも知事も一

緒に言ってからプレゼンが始まります。では一度練習しましょう。知事がちゃんとやってく

れるかどうかちゃんと見ていますよ。「ウエーダイナマイト！」では、本番はもうちょっと

大きな声でやりましょう。よろしくお願いします。 

 

【吉澤茉帆氏】 

ありがとうございます。なんじゃこりゃという感じかもしれないんですけど、最近、スキ

ップするとうつ病が治るという話もあるとおり、手を上げると元気が出ますし、ウエーダイ

ナマイトと言うことによって上田をもっと好きになるという効果がありますので、皆さんぜ

ひやってくださいね。 

では、早速テーマリーダーの方のプレゼンに移ります。お一人目からお願いします。 

 

【参加者Ｃ】 

よろしくお願いします。合言葉から。「ウエーダイナマイト」ありがとうございます。ト

ップバッターを務めさせていただきます。 

私は見てのとおり、仕事は織元として上田紬を製造販売をしております。普段はこういう

上田紬のつくり手なんですけれども、年に何度か展示会でお客様とお話する機会があるんで

す。そんなときにお客様からよく聞くお話が、着物は着たいんだけど着る機会がないとか着

る場所がないということ。確かに着る場所とか機会がないんですよね。男性の趣味のゴルフ

に例えるとわかりやすいと思うんですけれども、ゴルフクラブはたくさん販売されてるし打

ちっぱなしに行くときもある。でも肝心なゴルフ場がない。それが今の呉服業界、着物業界

の問題点です。だから、着物だけたくさん買わせて後は自分で好きにしてください、場所を

探してくださいでは、あまりにも無責任ですよね。こうした着物業界の問題点もずっと悶々

と抱えて、何とかしなくちゃいけないと思いまして、５年ほど前から上田で有志２～３人で
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着物のイベントを立ち上げたんです。着物で町に出かけようというイベントです。例えば、

別所温泉の旅館とか上田のまちで講師先生のお話を聞いて、その後、お茶を飲んでご歓談す

るということを年２回開催しています。最初は30人、40人ぐらいだったんですけれども、年

を重ねるごとにだんだんと着物好きな方が参加してくださるようになって。こちらがその写

真なんですけれども、これは今年の春、「着物でそぞろ歩き」というイベントを上田城でや

りました。桜の季節に着物で90名の皆さんとそぞろ歩きしたということで、年々着物を着て

参加してくださる方が増えているということは感じております。 

着物のつながりが増えていく中で着物好きな方と交流を持てるようになって、もっと大き

なイベントをやりたいねということで、３年ほど前から「着物マルシェ」というイベントを

開催するようになりました。これは、着物のフリーマーケットとかワンポイント着物レンタ

ル着付けサービスとか、着物を着たいんだけれども一歩踏み出せないような方、着物初心者

みたいな方でも気軽に着物に触れていただこうという考えのもと、年１回秋に開催していま

す。 

さらに、先ほどのシビックプライドセンター長が読書会をやっているんですけれども、彼

とちょっと飲んだときに、読書会と着物をコラボしたらおもしろいということで、「着物で

読書会」というのを去年の11月に市内の古本屋さんで開催させていただきました。読書に興

味はあるけれども着物には興味がないとか、着物もちょっと見てみようかなとか、両方の方

をターゲットにして開催してみたんですけれども、すごい盛況で、本を読む方もちょっと着

物に触れて楽しかったですし、着物を着る方も本を読むことで本の魅力も再発見することが

でき、大成功でした。 

いろいろと着物のつながりが増えてきて、着物の可能性をどんどんどん大きくしていきた

いと思っていますので、今年は着物城下町上田構想ということでもっと着物で上田のまちを

盛り上げたい、着物で上田のまちをいっぱいにしたい、そういう取り組みをしたいと思って

います。今日はぜひ、着物と絡めて何かイベントについて皆さんのご意見を聞かせていただ

けたらなと思ってまいりましたので、よろしくお願いします。 

 

【吉澤茉帆氏】 

ありがとうございます。では２番目はお二人ですね。「ウエーダイナマイト」 

 

【参加者Ｄ及びＥ】 

こんばんは。私は、古本とカフェのお店をしています。私は、市内で花屋をやっています。

よろしくお願いします。本屋さんで恋が生まれるのではないかということからインスピレー

ションを受けて、「本屋で婚活」、略して本活を始めました。テーマは、本を介した内面か

らの出会いです。周りに出会いがないという独身男女が多く、でも合コンやお見合いパーテ

ィは緊張して何を話していいのかわからずという内気な男女のために、本をツールとした婚

活イベントを企画しています。回数を重ねる中で、試行錯誤して楽しんでもらえるイベント

にしていきたいのですが、毎回さまざまな課題が出てきます。その中で、私たちの永遠のテ

ーマとも言うべきことがあります。それは、本を介した内面からの出会いにもかかわらず、
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美人と思われる方が票をかっさらっていくという現実です。すみません、決して美人と思わ

れる方が悪いというのではなく、その方に票を入れる多数の男性が悪いわけでもないんです

けれども、10人来たら10個の個性があって、それぞれ素敵な方ばかり参加されてくださって

います。それぞれの方々のよさを十分に引き出せるようなイベントにしていきたいのが私た

ちの目標です。本を使ってこんなことをしたらもっと楽しめるんじゃないかとか、どのよう

にしていったらいいのかとか、皆様と一緒に妄想していきたいので、ぜひよろしくお願いし

ます。 

 

【吉澤茉帆氏】 

ありがとうございます。この本活も既に４回やっていますよね。５回目に向けていろいろ

な妄想をしてもらえばと思います。 

では続いては、３番目、お願いします。 

 

【参加者Ｆ】 

菅平高原にありますＮＰＯ法人の代表です。よろしくお願いします。「ウエーダイナマイ

ト」 

外遊びや自然体験の勧めということでお話します。この看板、変だと思いませんか。楽し

く遊ぶためにマフラーとか引っかかりやすいものはとりましょうと。こんな看板が公園に設

置されているのが現状です。川は危険ですので近寄らないでくださいとか。昔は、川は子供

たちにはとっておきの遊び場だったと思いますけれども、今は、危険だから近づかないでく

ださいという看板がたくさんあります。いろいろな公共の公園にも、こんな意味がわからな

い看板が多数あります。これって、何かあったときの責任逃れで看板を置いているのかもし

れないし、公園を利用している子供がけがをしたときに、こんな看板がなかったからけがを

したんでしょうというために置いているのか。看板がある公園を管理している人が、こうい

うのがあったのに、けがをしたから悪いんでしょうという、何かお互いの責任逃れのために

置いているような気がします。私はこんな変な看板をゼロのまちにしたいと思っています。

アウトドア県の長野県ですので、まず上田から始めて全県に進んだら、きっと外から来た人

にも、まちにこんな看板がないところはみんなが自然を楽しんでいるんだなと通じるんじゃ

ないかなと思います。私は信じて、自然の中で思いっきり遊ぶというのは、自分の責任で行

動できる人が育つ、自分で危険を察知して未然に防ぐ能力が備わると思い、日々活動してい

ます。森の中を歩いているだけでも風の音を聞いたり、突然虫が飛んできたりというのは自

然の中だからこそ、ここに虫がいるかな、ここに何がいるかなという感覚が鍛えられると思

います。自然の中に入ると、一人ではできないことってたくさんあるんですけれども、そこ

に仲間と行くことによって仲間の大切さを感じることができます。今の子供たちって五感が

ちょっと鈍っている気がします。例えば、食べ物も賞味期限の表示を見るからこれは食べら

れないとかではなくて、においをかいだり自分が口に入れることによって、これ腐っている

なということを、ぜひ感じてほしいと思います。私は教育に関しては全く専門家ではありま

せんけれども、自分の経験とか体験を通じてお話しますので、間違っていることもたくさん
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あるかもしれません。自然の中というのは小さい挑戦がたくさんできます。大きな背伸びよ

り小さな背伸びの積み重ね。小さい挑戦を繰り返して大きな挑戦につながる。小さい挑戦を

していますので、大きな挑戦をしてもくじけずにまたやってみようという強い心が育つと思

っています。最初、お友だちがちょっと手を貸してくれたりとか、少しずつチャレンジする

ことによって、最後は大きな結果につながります。そのためにも、自然体験活動は本当に人

と地域が重要だと思っています。すばらしい自然、いろいろな世代の人との交流。直接のコ

ミュニケーションをとることによって地域を愛して、自分で行動できる子供になると思って

います。本当に皆さんに考えていただきたいのは、そんなふうに地域で子供を育てることは

どうしたらできるんだろうということです。例えば、見守り隊養成講座。責任ある他人の存

在、親以外の他人って本当に大事だと思います。親だとどうしても自分の子供が大事なので、

ストップをかけちゃうことがありますので、責任ある他人の存在と、他人に任せる親の決心

が必要だと思います。わくわくどきどきを共有して、大きなけがをさせないための見守りの

スキル、お互いが信頼できる関係性が大事です。とにかく外に出てみる、そんな機会が少し

でもつくれるといいなと思っています。今日、皆さんとどうしたら地域で子供が育てられる

かということを考えたいと思います。 

 

【吉澤茉帆氏】 

ありがとうございます。 

 

【参加者Ｇ】 

工場の代表をやっています。プレゼンの前にひとつ聞きたかったんですが、皆さんの中で

製造業に勤めている、もしくは、比較的近い人が製造業に勤めているという方、挙手で教え

てください。半分ぐらいいらっしゃいますね。そんな町工場からの現実をお届けしたいと思

います。皆さんちょっと元気よくお願いします。「ウエーダイナマイト」 

最近、下町ロケットなど流行っていまして、工場というところに注目が集まっているんで

す。下町ロケットの佃製作所は、私たちからすると超大手です。実際の町工場というのは10

人でも多いと言われてしまうぐらいの会社が多いんです。うちも同程度の規模です。３年ぐ

らい前から、子供に面白いものを遊んでもらおうと思って、商売にはならないんですけれど

も、おもちゃをつくって出店しています。見ているとわかるんですけれども、子供さん、離

さないんですね、全然。目をキラキラさせながらやっています。成功すると何かもらえるの

って子供が聞くんですけれども、私たちはこう答えます。「寄ってたかって褒めてもらえよ」

と。意外にうれしがります、みんな。その辺を見たときに「あれっ」て思ったのが、お客さ

んもそうだけど、ひょっとしたら、寄ってたかって褒めてもらえるのは働いている社員に必

要なんじゃないのかと。いろいろな工程で地道なことを毎日毎日やっているわけなんです。

毎日やるこの工程は、小さい会社では仕事内容がいろいろと変わっていくので同じことはな

いんですが、直接、お客さんとか目の前の人から、これやってもらってありがとうというふ

うに評価をされたりとか、褒められたりということがなかなかない商売だったりするわけで

す。なので、寄ってたかって褒められると、うれしいんですよね。今日も一緒にやってくれ
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ている社員も来ていますけれども、実はそこにある大きいキッチン、うちで依頼を受けて一

緒に手がけさせていただきました。ああいうのもやっぱりすごいねって言ってもらえるとす

ごくうれしいわけです。ではどうやってやったらいいんだろうか。私はオープンファクトリ

ーがやりたいです。オープンファクトリーとは「工場見学会」ということになります。小さ

い企業はそんなに売り物がない。うちも、どこにも負けないこれだけができる、というもの

はないです。それでも必要としてくださる方がいらっしゃるんです。工場で働いてる姿を見

せよう。それを、例えば市のベースでやるとかちょっと広域のベースでやるとか。うちも工

場見学にいっぱい来ます。未熟だけれども、工場で働いている人を見てもらうと、みんな口

をそろえて「かっこいいね」と言ってくれます。働いていると「かっこいいわ」「すごいね」

と。やっぱりすごくうれしいことで、ちょっと弱めの会社も多いんですけれども、みんなで

オープンにすることによって、お客さんになり得る人も気軽にこういうところに立ち寄れま

す。さっき婚活の話もありましたが、もっと踏み込んでいけば、例えば婚活の女性が来た日

には、現場で働いている人は腕章を巻いておくとか。働いている姿って一番かっこいいので、

女性も見ると好きになるわけですね、「わあ、かっこいいよ」と。そのメンバーを集めてい

わゆる婚活をする。今日学生さんも来ています。大きい会社はわかると思いますけれども、

小さい会社ってイメージがわからないんですよね。そこに行ってみれば、この会社こんなふ

うなんだと雰囲気がというのが肌でつかめるんです。そうしたら、名前じゃなくて仕事で選

べるような、そんな採用にもつながっていくんじゃないかなと思っています。必要なのは、

企業が未熟さをちゃんと出せる勇気だけです。今日は、それについてどんなことをやりたい

かとか、こんなことをやっていったらいいんじゃないかとか、皆さんから募集できればと思

います。以上です。 

 

【吉澤茉帆氏】 

では５番目ですね。 

 

【参加者Ｈ】 

私は、自然エネルギーの仕事をＮＰＯでやっています。では、「ウエーダイナマイト」 

今まで、太陽光パネルをみんなのお金で増やしてしまおうというのをやってきました。こ

こに書いてありますが、150人のパネルオーナーからお金を集めて、そのお金で1,300枚の太

陽光パネルをこの周辺につけてきました。一番新しい発電所は信州大学の繊維学部で、50キ

ロワットほどのパネルをつけています。今日は私の妄想におつき合いください。 

今日、タウンミーティングがあるということで、何か私も話したいと思って妄想してまい

りました。私はこの太陽光パネルの仕組みで節電所を始めたいと思っています。節電所って

聞いたことがありますか。ないですよね。例えば、300ワットの冷蔵庫をお持ちだとします。

でも、今の冷蔵庫はすごく省エネが進んでいるので、150ワットの冷蔵庫に買い換えたんです。

消費電力が半分に落ちるんです。そういうときに、150ワットの節電所を建設したという言

い方をします。だから、単なる省エネなんです。でも、省エネと呼ばずに節電所と呼びます。

それは、減らすとか我慢するとか努力するとか、節電や省エネに対するそういうイメージを
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変えたいんです。節電を実行する施設や場所を節電所、節電量を発電量と呼んで、発電所の

発電量と同じ価値を与える、積極的なイメージをつけるという新しい発想です。これは長野

県環境エネルギー戦略にも再エネを増やすという目標がありますね。長野県は2030年までに

再エネルギーで自給率100％を目指しています。それは再エネを増やす発電所だけではなく、

消費量も減らそうとしているんです。では、増やすのが発電所なら、消費量を減らすのを節

電所と呼んでもいいじゃないかということで、節電所をどんどん増やしたいと思っているん

です。どんな発電所よりもクリーンなのが節電所。初期投資ゼロ円でＬＤＥ交換を希望する

お店とか事業所とか商店街など、この地域の皆さんでこの希望に手を挙げていただき、その

人を節電所の所長と呼びます。そのお店だったら私応援したい、そのＬＥＤの照明の費用を

出しますという皆さんのことを節電所サポーターと呼びます。節電所サポーターの皆さんの

お金でこのお店や事業所の、めちゃ電気食ってる電球をＬＥＤに変えていきます。それによ

って電気代が削減できるんです。その削減分を契約期間の３年から５年、節電所長に月々払

ってもらって、サポーターの皆さんに毎月お渡しする。３年から５年の間のサポーターが受

けとる金額は、出したお金よりちょっと増えるという魅力をつくる制度にして、この事業を

進めたいと思っています。節電所長のメリットとしては、もともと電気代がかかっていたん

です。でも、削減した契約期間の３年から５年は、削減料は私のNPOに払ってもらいます。私

たちはサポーターの皆さんにお支払いするんですが、でも、払う金額は変わらずして電気代

が下がり、ＬＥＤに替えることができる。契約終了後は、この削減金額が所長の経済的メリ

ットです。これから以降、ずっと電気代は下がったままです。 

こんなふうにやっていきたいと思っているんですが、エネルギーシフト、自然エネルギー

を増やしていくというのは両輪があります。発電所とともに節電所も必要なんです。節電所

のいいところは、同じ容量で太陽光発電と比べたら何と設置費用が半分ぐらいです。そして

節電量は３倍以上、すごく効果が高いんです。というわけで、市民出資、皆さんのお金を集

めてもやりやすいプロジェクトなんです。スタッフにはこれから相談なんですけれども、節

電所プロジェクトを始めたいと私一人で妄想しています。皆さん第一印象はいかがでしょう

か。この事業、何とか行けそうでしょうか。節電所長とか節電所サポーターになりたいと思

われたでしょうか。この節電所の魅力をどう広報宣伝すればいいか、皆さんのご意見を今日

はお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

【吉澤茉帆氏】 

ありがとうございます。今の内容、ここで初公開なんですよね。なので、ぜひいろいろな

ご意見を皆さんからお話いただければというふうに思います。 

では続いて、最後のプレゼンになります。 

 

【参加者Ｂ】 

最後ですので、本当に元気よくやりましょう。「ウエーダイナマイト」 

最初に簡単に自己紹介させていただきます。仕事では、家業で創業約300年の薬局があり

まして、そこの経営陣の一人として、今、コンビニ店長をやっています。上田が大好きで、
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熱い思いを持ったコンビニ店長ということで覚えておいてください。 

シビックジャーナリズム・バイ・シビックプライドセンター上田。そもそも、シビックプ

ライドセンターとは何って思うと思うんですが、先ほど冒頭で吉澤さんがお話しされたとお

り、地域に対する愛着や誇りのことです。さらにそこに一言加えると、その町、自分の住ん

でいる町をよりいい場所にするために自分自身がかかわるという当事者意識だったり行動、

自分事として考える、そういったものを伴うものです。例えば、今日の登壇者の皆さんはま

さにシビックプライドをお持ちの方だと思うんですが、そうした仕事や趣味を通じて、この

町をもっとこうしていきたい、こんなふうになったらいいなという思いがあって、それを皆

さんに発信している。ですので、今日この場というのがまさに、そのシビックプライドがす

ごい集まっている場だと感じています。そのシビックプライドセンター上田ですが、昨年い

ろいろな方と縁があって、まさにメンバー一人一人が、こんな町になったらいいなという思

いを持って実際に活動している、そういった人たちが集まったコミュニティです。コミュニ

ティ自体での活動は、今まで蚕都として有名なこの上田のまちは、実は蚕糸業と一緒にシネ

マの町として発展してきたんです。その背景を知るためのまち歩きをしたりとか、上田映劇

という昔からある素晴らしい劇場があるんですが、そちらをもう一回元気にするためにどう

いったことができるのかということを話し合ったりしてます。ただ今年は、今からお話する

シビックジャーナリズムに焦点を絞ってやりたいという妄想が膨らんでおります。そのこと

を今日、お話しに来ました。市民のジャーナリズム、報道活動という内容です。もうちょっ

とわかりやすく言うと、地域で起きている問題を市民の視点から掘り起こす、そんなジャー

ナリズムを考えています。こうやって聞くと、問題を市民の視点から掘り起こすって難しそ

うだなと感じる方がいらっしゃるかもしれませんが、皆さんフィントン・ポストってご存知

ですか。あれはまさにこういったタイプのジャーナリズムメディアだと思っておりまして、

あれの地域版、上田版のようなものができればと思っています。さらにいうと、問題点だけ

ではなくて、例えば今日登壇していただいたようないろいろな分野で頑張っている個人にも

スポットを当てて、そういった人がなぜそういう活動をしているか、その先にどんな世界が

あるのかなどを発信したり、その情報に触れた一般の方がそれだったら俺も何かできるかも

しれないなとかと思って行動に移してくれるような、そんなジャーナリズムメディアをやっ

てみたいと思っています。その地域の課題の解決策をみんなで考えたりして、とにかく一人

一人が自分の頭で考えて判断して行動できるような自立した市民、そういったものが、さっ

きの話に通じるような気がしているんです。そういった市民性みたいなものが育まれたら最

高だなと思っています。 

では今日、皆さんと何を話したいのかということなんですけれども、今までの話は完全に

まだ私の個人的な妄想です。だから、全然狭い世界での話なので、そもそも市民目線で何か

楽しいことでも問題点でも発信していくときに、何を伝えるべきなのか、どうやって伝える

べきかという基本的なところから、皆さんとお話したいと思います。逆にいうと、皆さんが

何を知りたいか、どうやって知りたいか、そういったことになります。例えば、普段どうい

ったところから情報をとっていますか、何でその情報をとっていますかですとか、どんな情

報だったらあなたにとって信頼性が高いですかとか、そういった基本的なところからいろい
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ろ教えていただいて、シビックジャーナリズムをやっていく上でのヒントにさせていただけ

たらと思っています。 

 

【吉澤茉帆氏】 

ありがとうございます。今日はこの６名の方々、６つのテーマで妄想をしていきます。こ

こからはもう皆さん同士で話していただくので、気になったテーマに移っていただければと

思います。椅子を持って移動されたら、あちらに飲み物を用意しています。じまんやきとお

菓子もあります。じまん焼きは上田の大変有名なスイーツでございますので、お腹を満たし

ながら妄想をしていただければと思います。では、移動を開始してください。 

 

（移動中） 

 

【吉澤茉帆氏】 

皆さん、大体テーブルに分かれてもらいましたか。傍聴という名の人がいるらしいんです

けれども、妄想に傍聴はありませんので、ぜひ参加していただいて、好きなように妄想をし

ていただければと思います。 

では、今から15分ずつ計っていきますので、移動したい方はそのタイミングで動いてくだ

さい。では、妄想スタート。 

 

（第１ターン開始） 

（第１ターン終了） 

 

【吉澤茉帆氏】 

自己紹介で長引いているところもあるかもしれないんですが、一旦、妄想をしたなと思う

人は移動していただいていいです。まだちょっと足りないので残りますという方は残ってい

ただいて、第２ターンに入ります。では、第２ターン、スタートします。 

 

（第２ターン開始） 

（第２ターン終了） 

 

【吉澤茉帆氏】 

第２ターンが終了になります。楽しいんですけど、悪いところは一斉にピッと終われない

というところがありまして、大変恐縮なんですが、一旦、立っていただいてシャッフルタイ

ムを設けたいと思います。移動していただいてもいいですし、残ってもかまいません。最後

のターンになります。 

 

（第３ターン開始） 

（第３ターン終了） 
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【吉澤茉帆氏】 

話が尽きないとは思いますが、妄想を終了にしたいと思います。全体でそれぞれどんな話

が出たのか聞いてみたいので、各テーブルのＭＶＭ、モスト・バリアブル・妄想を一つずつ

教えていただきたいと思います。どの妄想がよかったですか。婚活チームからどうぞ。 

 

【婚活チーム】 

婚活の最後で本の貸し借りをするんですけれども、本を返す日のイベントもつくりたいで

す。あと、婚活に関する県の認証をもらいたいです。 

 

【吉澤茉帆氏】 

県の認証。婚活やってますみたいな。県認定の婚活イベントにしたいという妄想が出たと

いうことですね。はい、ありがとうございます。拍手。 

では、続いて町工場チーム。 

 

【町工場チーム】 

最後に出た話なんですけども、町工場を工場見学すると男性が多いので、まずはちょっと

見てもらう。それを見た夜に、その人たちが参加した婚活イベントをやる。来てくれた女性

には、一緒に共同作業をしていただくのがいいんじゃないかという話も出まして、溶接とか

をやるときにわからないので、ゴーストの１シーンですが、後ろから囲っていただいてこう

やるとか。それは冗談ですけども、そんな形の共同作業を一緒にやって仲を深めていただい

て、かっこよさを見ていただいて婚活をするという形で、製造業の嫁不足対策ができるんじ

ゃないかと思っております。以上です。 

 

【吉澤茉帆氏】 

ありがとうございました。拍手。同じようなテーマになって行きついたというところで、

ぜひ、この後、綿密な打ち合わせをしていただいてお願いします。続いて。 

 

【外遊び・自然体験チーム】 

このチームはやっぱり自然っていいよね、外で遊ぶことって大事だよねという大前提のも

と、最後に出たんですけど、「食べられるまち 上田」。自然遊びって、山とか川とか自然豊

かなところじゃないとできないという印象があるんですけれども、本当に近くの町でも十分

できるし、町の中をお散歩気分で歩きながら、食べられる木の実とかをみんなで採集して。

まず、身近なところの自然を感じて楽しむというところから少しずつ広げていくということ

でした。 

 

【吉澤茉帆氏】 

なるほど、ありがとうございます。ここは女性の数が一番多いですよね。大分妄想が盛り
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上がった様子がうかがえます。 

では、着物チームの一番よかった妄想を教えてください。 

 

【着物チーム】 

まず、問題点として着物に関する情報をもっと発信していこうということ。知らないこと

が多過ぎて、なかなか着物に一歩を踏み出せないというのが問題点として浮き彫りになった

と思います。着物を着る機会を増やすには、着物を着ることで何か特典をつけたらもっと着

物を着たくなるんじゃないかという結論に至りまして、それで早速、今年実行しようと考え

ているのが、県庁に着物で行ったら、着物を着た知事と一緒にツーショットで写真が撮れま

すと。これを今年、何か実践できる方向に進んでいますので、ぜひよろしくお願いします。

以上です。 

 

【吉澤茉帆氏】 

早速、妄想が現実になるということなんですね。 

では、節電所チーム、よかった妄想を教えてください。 

 

【節電所チーム】 

節電所はサポーターがいないと成り立たないんです。そこで、まず最初に、飲み屋に来て

酔っ払っているときにサポーターになってと呼びかけて始めればいいんじゃないかという話

が出ました。となると、お金で返さなくてもドリンク券でもいいんじゃないかなという話に

なりました。節電の仕組みを通してそのお店を一緒に宣伝をしていく。例えば、節電をした

お店とか会社を一覧表にして、あちこちに宣伝をしていく。ホームページでも紹介するなど

して、そこのサポーターになってくれた人たちにはカードなどを渡して、その加盟店に行け

ば特典がつく。そういう形で広めていく。つまり、省エネとかエネルギーも大事なんですけ

れども、やっぱりちょっと何かうれしいな、ワクワク感のある提案をしていけば、サポータ

ーは集まるんじゃないかというアイデアをいただきました。ありがとうございます。 

 

【吉澤茉帆氏】 

ここはなかなかなじみがないテーマだったのでちょっと人数は少なかったけど、その分、

リーダーが面談のように質問攻めにあっていましたね。 

では最後に、シビックジャーナリズムお願いします。 

 

【シビックジャーナリズムチーム】 

ここのチームはシビックプライドだったんですけれども、ターゲットをしっかりすべきと

か、議論の内容をどうしたらいいかとかの課題が幾つか挙げられてました。知事からは、ジ

ャーナリズムという形がシビックプライドとなったときにどう変わっていくのかということ

をもっと明確にしたほうがいいんじゃないか、というご意見がありました。ありがとうござ

います。 
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【吉澤茉帆氏】 

ありがとうございます。今日は６つのテーマで、いつもだともう少し全体共有を挟んだり

しながらやるんです。県の方に長丁場でいただいたんですけれども、どうしても２時間とい

う、妄想ミーティング的には超短いバージョンでやったので、なかなか話し切れないことも

あったかと思いますが、それぞれのテーブルで話が盛り上がっていたようだったのでよかっ

たなと思いました。毎回やって思うんですけど、実際にもうやろうとしている、やっている

という方々がテーマリーダーになってくださったので、メモを見てもテーマリーダーの方が

一番一生懸命書いてくださるんです。何かやろうと思って仲間を見つけようとするし、アイ

デアを探そうとしているし、意欲的を超えて貪欲みたいな感じなのが妄想ミーティングのす

ごいいいところだなと思います。 

今回もまた具体的に実現が近そうなアイデアも出たので、ぜひ５回目も開催して、あれが

どうなったとか、知事のところに行ってきました、みたいなお話も伺えるといいなと思って

います。 

最後に、シビックプライドセンター上田のセンター長からお言葉を。 

 

【参加者Ｂ】 

いつもこうご紹介いただいているんですけれど、シビックプライドセンター上田って完全

な任意団体ですし、予算も何もありませんし、部下がいるわけでもなくて、それぞれ本当に

勝手にそれぞれ思いを持ってやっている人たちが何となくつながって。でも、それがすごい

心地いいんです。それぞれの人たちが活動しているときに何となくそれを手伝ったり、いろ

いろ何か協力してもらったりみたいな、そんな関係でやっています。 

今日のこの場はやっぱり楽しかったですね。本当に妄想を膨らませて、いろいろなアイデ

アを出して、人がやりたいことを何か応援する気持ち。僕らテーマリーダーは、一つ一つの

アイデアがなるほどなと胸に刺さるものが非常に多かったので、ぜひ実行に向けて頑張って

いきたいと思います。今日、こういう場をつくっていただいた吉澤さん、そして何より阿部

知事ほか県の皆様、本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

【吉澤茉帆氏】 

ありがとうございました。では、最後に阿部知事から総括いただいて、そして最後はダイ

ナマイトをやりますので、心の準備をお願いします。 

 

 

３ 知事総括 

 

【長野県知事 阿部守一】 

皆さん、今日は大変お疲れ様でした。楽しかったですか。県主催でやっているので、最初

はちょっと硬かったし、いつもと少し違う雰囲気だと言われてしまったので、私も今度はこ
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んな格好ではいけないなと反省していますけれども。６チームに分かれて話し合って、それ

ぞれ有意義な話し合いができましたか。まだ足りないとか、ちょっと中途半端だったという

感じですか。よかったと思っている人はどれぐらいですか。（挙手）そう、ならよかった。時

間がちょっと足りない分は、これ県主催だから県が夜通し徹夜でやってくれとは言えないの

で、それはみんなで、また自主的にやってくださいね。 

十分回れなかったところもあって、全然聞いていないところもあって申しわけないんです

けれども、私が妄想していることではなくて、知事として考えていることと皆さんがやろう

としていることとの結びつきというか、関連性だけちょっとお話をして、皆さんのこれから

の活動に役立ててもらいたいなと思います。 

プレゼン順でいうと、まず着物チーム。妄想を実現するようにしましょうね。私と写真が

撮れるというのは、県庁でやるのがいいのか上田市でやるのがいいのか、ちょっとそれ考え

ますけど、一緒に企画してください。いいですか。そういう具体的なことが実現しないと、

何か集まって知事も来たけど、何も実現しないんじゃないかと皆さんに怒られてしまうので、

まずちょっとすぐ考えましょう、一緒に。このチームでは言ったんですけども、今、県庁で

地方創生、総合戦略を考えている中で、キーワード一つに「地消地産」というのがあります。

地産地消はよく言っていますよね。自分の地域でつくっているものは自分の地域で消費しま

しょうと。それも大事ですが、もうちょっと考え方を進めて、自分の地域で消費しているも

のは自分たちでできるだけつくると私は思っています。例えば、エネルギーもそうですね。

日本のエネルギーは大体石油、化石燃料に依存していますから、ほとんど海外から輸入して

いるんですけども、長野県全体を見渡せば、森はいっぱい。私、家で薪ストーブやっていま

すけれども、薪なんていっぱいありますよね。それから小水力発電も含めた水力発電は水が

いっぱいあって、急峻な地形ですから長野県は発電しやすい地形です。それから上田地域も

そうですが、長野県は日照時間が比較的長いので太陽光発電も、今、どんどん増えています。

そういう意味でエネルギーの地消地産。それから、長野県は農業が盛んで農家の数が日本で

一番多いですから、食べ物の地消地産。木材、住宅もなるべく県産の木材でつくろうと思っ

ています。実は、県が考えていて一個足りていないのが、衣食住が暮らしの基本なのに、食

はある、住も県産材で木材を使う。でも、衣料の衣が足りないので、ぜひ着物チームと一緒

に考えたいなと思っています。それからもう一つ、伝統文化、伝統工芸品、そうしたものを

もっと大事にしなければいけないので、上田紬の振興も考えなければいけない。ぜひ県の施

策と一緒に連携して取り組んでもらいたいと思います。よろしくお願いします。 

それから本で婚活チーム。私、ほとんど入らなかったので、実際、婚活をどうやっている

かわかっていないのですけれども。今、長野県は合計特殊出生率が直近の数字で１.54なんで

が、10年後には1.84に上げようと思っています。上げようというのは、無理やり結婚をしろ

とか子供を産んでくださいという話ではなくて、アンケートをとって、結婚を希望する人が

結婚でき、子供を産みたい人が子供を産み、ほしい数だけ持てれば1.84は実現できるはずな

んです。けれども、出会いの場がなかったり雇用が安定しないから、本当に結婚してしまっ

ていいのかなといろいろな課題で悩んでいる人たちがいっぱいいる中で、結婚したくなる、

子供を産みたくなる、そういう長野県にしていきたいと思っています。私はどちらかという
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と体育会系ののりじゃなくて、文化系ののりでずっとやってきたタイプなので、冒頭のお話

になったように、あまり積極性がないけど本を読むのは大好きというような人たちの出会い

の場をもっと提供してもらえるのではないかなと思います。婚活の話は、あまり狭いエリア

だけじゃなくてもっと広いエリアで考えたほうがいいんじゃないかと思います。そのほうが

いろいろな人たちと交流できるので。全然話に加わっていなかったのでどんな話をしていた

かわからないんですけど、ぜひそういう視点、例えばほかの地域の婚活をやっていて、しか

も本と関係してやっているような人たちと連携してもらうといいんじゃないかと思います。 

それから今日のチーム、一つのテーマごとに分かれてやったんですけども、本当は多分、

もっと交流したほうがいろいろなアイデアが出てくるんじゃないかと思いました。町工場チ

ームが最後、婚活の話まで行っちゃってましたけど、全然違う分野の人と話をすると、実は

意外な知恵が出てくる部分もあるのではないかと思っています。 

外遊びチームの話も、私、あまり聞けなかったんですけど、長野県は昨年から信州型自然

保育認定制度をつくりました。これは全国で初ですけれども、愛称信州やまほいくというこ

とで広げていこうと思っています。今、いわゆる森のようちえんというのを、保育園や幼稚

園の世界でやっていますけれども、私は、長野県をもっとアウトドア県にしていきたいなと

思っていますので、大人も子供もアウトドアの知識もあるし体験もしやすい県にしていきた

いと思っています。そういう観点で協力をしてもらえるとありがたい。ちなみに、フェイス

ブックをやっている人たちはこの中にも大勢いると思いますけれども、私のフェイスブック

を見てもらっていますか。フェイスブックはやっているけど、知事のなんか一度ものぞいた

ことがないという人、いっぱいますか。今日も東京に行っていたので、こっちに来るときに

もフェイスブックで、うちの県でやっている信州型自然保育のネタをフェイスブックにアッ

プしました。長野県は信州型自然保育なんて言っているけど、一体何をやっているのか知り

たい人は、ぜひ私のフェイスブックを見てください。県のホームページを見てもらってもい

いですけど、この際、私のフェイスブックも見てもらえるとうれしいなと思っています。 

それから町工場チーム。長野県の産業構造を見ると、ものづくり産業のウエイトが極めて

高いんです。全国的に第三次産業、サービス産業のウエイトが高くなっているんですけれど

も、全国の一次、二次、三次の比率に比べると、長野県は第二次産業、ものをつくる産業の

ウエイトが高いです。そういう意味では、長野県にとっては、ものづくり産業は一番の稼ぎ

頭でありますし、大変重要な雇用の場でもあります。ものづくり産業を褒め称えるという話

がありましたけれども、何か地味なことをやっているねみたいな話ではなくて、すごいいい

技術力を持った企業がいっぱいあります。そういうものを我々はもっと県としても発信をし

ていかなければいけないなと思っています。例えば、今、南信州で航空宇宙産業クラスター

形成特区というのをやっているのを知っていますか。おととし、私はアメリカ、シアトルに

行ってきました。何にしに行ったかというと、シアトルにはボーイング社の工場があるんで

す。長野県の企業がボーイング社と取引しているんです。要は、ボーイング社と直接取り引

きをして直接納入している企業というのは極めて技術力が高い。下町ロケット、まさにああ

いう企業が長野県には幾つもあります。航空宇宙産業分野だけではなくて、この道に限れば

日本全国のシェアがナンバーワンという企業がいっぱいあるんだけれども、若い人たちには
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全く知られていない。知っていますか。知らないですよね。そういうことをもっと我々県行

政もアピールしていこうと思っていますし、産業界の皆さんも一緒にやっていかなければい

けないと思っています。今日の新聞、剛力彩芽さんを主役に使って長野県がドラマをつくる

という話なんですけど、知っていますか。みんな新聞読んでいますか。長野県で働こうとい

うＰＲをこれからもっとしっかりやっていこうと思っています。私は、これからの社会は価

値観がどんどん変化していって、これまでいいとされていたものが、実はあまりよくなくな

ってきて、今まであまり評価されていなかったものが評価され始めている、そういうきざし

が出てきていると思っています。長野県は、田舎暮らしの本では、10年連続で移住したい県

ナンバーワンになりました。昔から東京に住むのが何となくかっこよくて、そういうほうが

いいんじゃないかとか、大企業に入って一生安泰の暮らしのほうがいいんじゃなかという時

代が結構長く続いた気がしますけれども、もう世の中、そんな時代では全くないと私は思っ

ています。東京、あんなごみごみしたところで、人の体を平気で押して満員電車に乗る暮ら

しが幸せな毎日だと、私はあまり思えないんですよ。あるいは大企業に入って、確かに安定

感はあるかもしれないけど、でも10年後20年後になれば、確実に産業構造は変わっていく中

で、一つの歯車としてしかできないような仕事よりは、むしろ自分で起業したい、あるいは、

小さな企業だけれども自分たちが頑張ればいろいろなことができるという社会のほうが、多

分、求められているようになってきていると思います。そういう意味では、町工場プロジェ

クトは、私はぜひ、いろいろな意味で長野県としても一緒にやりたいなと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

それから節電所チーム。長野県の環境エネルギー戦略の目標、最大電力需要のピークに対

する長野県内の発電量を100％に持っていくというのは、昔の計画では確かに2030年だったん

ですけども、もう今は大体８割近くになっていますので、あと数年で理論上は100％になりま

す。これは東京とか大阪に発電して持っていってしまっているものも含めてなので、あくま

でも理論値ですけれども。さっき言ったように、太陽光、自然エネルギーがかなり普及して

いますので、ぜひこの流れは皆さんと一緒にもっと進めていきたいと思っています。ただ、

太陽光は、どちらかといえば今、計画とか環境とか負の側面が大分顕在化してきたので、長

野県としても環境アセスメントの対象にしたり、その規制もかなり入れていこうということ

で取り組んでいます。そういう中で、このテーブルの取組は、私はぜひ実現していってもら

いたいと思っています。長野県が管理する道路の街灯は電気をいっぱい使っているんですけ

れども、実は、来年度からあれをＬＥＤに替えてしまおうと。長くても４年ぐらいで全部か

えてしまおうと思っています。自然エネルギーの普及拡大と省エネルギーは、さっき言った

自分たちの地域の自立性を高めるエネルギーの地産地消にも結びつきます。今年の状況は雪

が少なくてスキー場が困っているんですが、これは地球温暖化の影響もあるのかなとも思っ

たりします。地球の気候は確実に変化していると思います。気候変動の問題は、最近あまり

言われなくなってしまいましたけれども、私は極めて重大な問題だと思っています。横浜で

副市長をやったときに、アフリカ開発会議が横浜であって、ノーベル賞をとったワンダリ・

マータイさん、アフリカに植樹している方たちが出た会議に出たんです。我々先進国に暮ら

していると気がつかないんですけれども、自然の影響を本当にもろに受ける地域の人たちは、
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気候変動の影響で干ばつが起きたり食糧危機になったりというのが、もう現実の問題になっ

ていますし、それにとどまらないで、そういうことを契機に民族間の紛争が起きてしまって

います。もう一回、地球の気候変動の問題について我々もしっかり考えなくてはいけないと

思いますし、別に地球の問題だから何かすごく大層なことをしなければいけないというんじ

ゃなくて、ちょっとしたことで節電することが、めぐりめぐって地球環境をよくするという

ことにつながるということは、ぜひ皆さんも頭の片隅に置いて、日ごろの暮らしでちょっと

だけでいいから気をつけてもらえれば、大変節電できるんじゃないかと思います。それはひ

いては世界のためになると思っています。 

それからシビックプライドセンターのシビックジャーナリズム。これは、私はぜひ何か具

体的な形にしてもらいたいなと思っています。ただ、私も先ほど申し上げましたように、目

的がはっきりしていないと、多分、共感も得られないし長続きしないので、メディアとかジ

ャーナリズムをつくるときに、一体どういった問題意識でやるかというのは、ぜひしっかり

考えていただければいいかなと。今日はいろいろなテーマが出ていましたけれども、やっぱ

りこういうテーマを世の中に広げて共感者を増やし、それで上田や長野県を変えていこうと

いうことは、人と人との情報の共有、つながりがないと絶対できないと思っています。既存

のメディアではなかなかできづらくなっている時代だと思いますので、私の意見としては、

ぜひそういうところに何かくさびを打ち込んで新しい活動をしてもらえるといいなと思って

います。 

長くなってごめんなさい。一応、一通りについてコメントしました。私は、知事の立場で

見ていていつも感じることを最後に一つだけ申し上げます。さっきも言いましたが、いろい

ろな問題は全て重要ですけれども、その問題だけ考えているとなかなかブレークスルーしづ

らくて、むしろ今日出た６つのテーマをもうごちゃ混ぜにしてしまって一緒に考えらどうか

と。着物を着て婚活やろうとか、町工場を省電力しようとか、多分ここの６チームだけでも、

パッと考えるだけでも結構いろいろなつながりはできるなと思っています。ぜひそういう視

点を常に持って、これからも一緒になって上田を、長野県をよくするために協力してもらい

たいと思います。ありがとうございました。 

 

【吉澤茉帆氏】 

ありがとうございます。知事からそれぞれのテーマにコメントをいただけて、大変よかっ

たです。当初30名ほどかなと思っていたんですけど、参加者の皆さん50人も集まっていただ

いて、大盛況で。金曜日、飲みに行きたい中、集まっていただいて本当にありがとうござい

ます。一人一人から感想伺えればいいんですけれどもなかなか難しいので、受付でお渡しし

た振り返りシートに、気づいたこと感じたことを書いていただけるとありがたいです。 

締めは上田の決まりというのがあって、万歳三唱ではなくて、ダイナマイト三本でいきま

すので、ぜひ阿部知事のご発声で。皆さんご起立いただいて。 

 

【長野県知事 阿部守一】 

今日は皆さん、ありがとうございました。吉澤さんもずっとつき合っていただきましてあ
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りがとうございました。ぜひ上田から信州をよくしようということで、皆さん、ぜひ立ち上

がって行動してください。 

それでは、ウエーダイナマイト三本締めで締めさせてもらいたいと思いますので、皆さん

ご唱和願います。それでは、「ウエーダイナマイト、ウエーダイナマイト、ウエーダイナマ

イト！」 

 

【吉澤茉帆氏】 

ありがとうございました。 

 

 

４ 閉  会 

 

【広報県民課長 藤森茂晴】 

吉澤さん、それから参加者の皆さん、本当にどうもありがとうございました。 

それでは以上をもちまして、若者タウンミーティング、終了させていただきます。長時間

にわたり、ありがとうございました。 


