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第 101 回公開講演会ポスター
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ご　挨　拶
同志社大学人文科学研究所

所長　小　山　　　隆

本日は同志社大学人文科学研究所第 101 回公開講演会（グリー

ン社会とソーシャル・イノベーション―復興 10 年を超えて―）

に参加いただきありがとうございます。

今回は会場とオンライン併用での開催となります。有意義な議

論が会場内のみでなく、より多くの方々のもとへ届くことを嬉し

く思います。コロナ禍でありながら、講演者、パネリストの皆さ

んにはご遠方よりお越しいただきました。この場をお借りして心

より感謝申しあげます。

基調講演は一般社団法人「あすびと福島」代表理事・半谷 栄寿

さんにお願いしております。

パネリストとして合同会社地球村研究室代表社員、京都大学特

任教授、東北大学名誉教授の石田 秀輝さんと社会福祉法人大阪ボ

ランティア協会理事長で同志社大学客員教授もお願いしています

早瀬昇さんをお迎えし、司会は本学の服部 篤子政策学部教授につ

とめて頂きます。

本研究所の研究会活動は、学内外の研究者が学際的な共同研究

を行う場・その成果を発表する場の提供であり、3年単位で研究

会を募集し現在は第 20 期を迎えております。今期は 17 の研究会

が存在し、「ソーシャル・イノベーション学構築に向けた総合的
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研究」を研究課題とする第 5研究が本日の公開講演会を企画しま

した。

本日は多くの方々にお申込みいただきましたこと、講演者とパ

ネリストにおかれましては、遠路はるばる本研究所の催しのため

にご尽力いただきますこと、改めてお礼申しあげます。

本企画によりグリーン社会へ一歩前進することを祈念して挨拶

に代えさせていただきます。
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〔趣旨説明〕
グリーン社会とソーシャル・イノベーション

―復興 10 年を超えて―

同志社大学政策学部教授　　　　　　　　　
人文科学研究所兼担研究員　服　部　篤　子

本日の講演会趣旨をご説明します。「グリーン社会とソーシャ

ル・イノベーション―復興 10 年を超えて」と題して進めてまい

りますが、このソーシャル・イノベーションという言葉は馴染み

のない方がいらっしゃるかもしれません。第 20 期第 5 部門研究

では「ソーシャル・イノベーション学」を追究しています。ソー

シャル・イノベーションというのは社会の課題に向き合って、そ

れをどう解決していけばいいのか、その先にある社会を描いて、

そのプロセスに生じる変化を実践と理論で研究していくもので

す。

現在 2021 年ですが、2015 年に締結した SDGsとパリ協定はま

ず、2030 年に SDGsのゴールを迎えます。そして「カーボン

ニュートラル」は、2050 年のゴールとして示されています。そこ

で、この近い未来である「グリーン社会はどんな社会か」を考え

るために、2021 年に本テーマの研究を立ち上げたという次第で

す。

これまでの研究会について簡潔にご説明します。これまで 3回

研究会実施してきました。初回は 3名の登壇者です。環境政策に
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詳しい政策立案者、企業で CSRや SDGsに従事している ESG経

営のエキスパート、そして、地熱と馬糞を使った循環型地域社会

を考え実践している社会起業家が問題提起を行いました。「グリー

ン社会、それは私たちが、どうありたいのかを考えることから始

まる」という話がでました。そして企業も自分たちが得意として

いることを社会のニーズの部分において重点的に取り組んでい

く。「マテリアリティ」という言葉を使って話していただきまし

た。

第 2回目は欧州、中東など 6カ国を回って国際的に環境施策を

担ってきたエキスパートが登壇しました。外国人を政策立案に招

く国もあること、そのことによって多様な人たちが集って環境の

議論をしているという話があり、議論における多様性の重要性を

理解しました。

そして第 3回目は、グリーンインフラに着目しました。講師は

大学関係者ですが、グリーンインフラを推進する街づくりを実践

しています。グリーンインフラを水道、電気、道路など従来のイ

ンフラを「グレーインフラ」と区別して使用していました。「あ

まみず社会」と称してグリーンインフラを市民主体でやろうとし

ている具体的な方法とこれまでのプロセスをお話いだきました。

本日はこのテーマにおいては第 4回目。2021 年は復興から 10

年。この地点に立って過去と未来を向いて実践するうえでの重要

な要素について話し合いたいと思います。

では早速、基調講演に入ります。半谷栄寿さんをご紹介します。

「あすびと福島」代表理事でいらっしゃいます。それまでは東電
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の執行役員を務めていらっしゃいました。3・11 から南相馬で活

動を続けておられ人材育成に邁進されています。それでは半谷先

生、よろしくお願いします。
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グリーン社会とソーシャル・イノベーション
―復興 10 年を超えて―

一般社団法人「あすびと福島」代表理事　半　谷　栄　寿

1　はじめに

冒頭、お詫びを申し上げます。福島では 2011 年 3 月、大地震、

大津波に加えて東京電力が原子力の事故を起こしてしまいまし

た。私はその前年まで東京電力の新規事業を統括する執行役員を

務めていました。私にこそ原子力の事故の責任があります。改め

てお詫びを申し上げます。加えてこの事故で半径 20 キロ圏が強

制的に避難指示を受け、当時の風向きが北西方向に吹いていたの

で北西方向に放射性物質が飛散してしまい、北西のみなさんにも

避難指示が出たわけです。8万人のみなさんの生活や日々の営み

を奪ってしまったわけです。その責任とともに私の実家は、この

半径 20 キロ圏内の北側の南相馬市小高区というところにありま

す。私の母も避難を余儀なくされましたので、私は加害者であり、

被害者の母がいるという宿命の中にあります。

今、10 年たちまして、ずいぶんと除染が行われて生活が戻って

きているのですが、10 年たちますと約 8万人の方たちは全国の避

難先でご自分の新しい生活を始めていらっしゃいます。約 8万人

の人口が今、1万 4000 人。原子力災害の現実が、そこに浮き彫り

になっています。

一方で今日のテーマである「グリーン社会」「脱炭素社会」へ
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の、いわばフロンティアともいえる大きな動きがあります。広大

な再エネ発電所群、そして水素エネルギーの研究フィールド、ま

たはロボットやドローンのテストフィールドなどの未来社会が、

この被災地にはあります。そしてそれ以上に大切なことはハード

があっても、ソーシャルイノベーションを起こす人がいないと実

は何も始まりません。今日、私は基調講演として「あすびと福島」

が志している「次世代育成」について、まず時間をちょうだいし

たいと思っています。そして今日のテーマである「グリーン社会」

にとって私たちの本拠地、南相馬はどのように「ローカルからグ

リーン社会へのイノベーション」を起こしているかにも触れて、

そしてパネリストのみなさん、会場のみなさんと意見交換をして

いきたいと思っています。

2　次世代育成を志す

2011 年 3 月に遡りますが、南相馬は風評被害で物流が途絶えて

しまいました。私の最初の役目は支援物資をお持ちすることでし

たが、2カ月くらいすると物流が復旧してその役割を終えました。

一方で原子力の廃炉は 40 年かかります。福島の本来の復興創生

の姿が実現するには長い時間がかかります。モノの支援ではなく、

仕組みが必要だと思っていた時に地元の方から「子どもたちのた

めに何かできないだろうか？」という思いを託されたことが、私

の、それ以来、ぶれない志になりました。福島の次世代を育成し、

いっしょになって福島に新しい価値をつくっていこう、それが



－8－

「あすびと福島」の志です。新しいことをやる時、手段は始めか

ら全部、見えてないんですね。手段が見通せないからといって一

歩目を踏み出さないと何も始まりません。私は最初の一歩だけは、

見えていました。

3　手段としての再エネ体験学習

誰もが賛同する再生可能エネルギーについて、子どもたちが体

験学習をやって成長していく手段としての太陽光発電所をつくろ

うと思っていました。太陽光発電所をつくったのは手段です。目

的は「人材育成」です。おかげさまで約 3億円の資金を何とか調

達することができ、農業の新しい姿の一つとしてのドーム型の植

物工場と、500kW、ご家庭 200 軒くらいの発電能力、当時は福島

県で最も大きな太陽光発電所を完成できたのが、大震災から 2年

後の 2013 年 3 月 11 日でした。以来、南相馬市は 6万人の人口、

3500 人くらいの小中学生が元気でいますが、この 8年半で学校の

総合学習の授業の一環として 3500 人すべての小中学生が体験学

習にきてくれました。「再エネ」は手段です。目的は「発表する

こと」に置いています。「考える力」とか「行動する力」が必要

といわれますが、3500 人の小中学生と触れ合っていると発表する

からには考える、発表したからには行動が伴う、そういう力強さ

を感じます。私たちの体験学習は子どもたちが発表することに躊

躇しない経験を積む場です。
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「小中学生の再エネ体験」

4　高校生のプロジェクト・ベースド・ラーニング

8、9 年たちますので高校生たちがいろんな活動を始めていま

す。

福島の農業の風評被害を払拭するための「高校生が伝えるふく

しま食べる通信」は、高校生が農家さんの思いを取材し、思いの

こもった食材をセットとして全国の北海道から沖縄まで 600 名も

の定期購読者に 3カ月に一回、発行を続けています。もう 6年た

ちます。26 号までバックナンバーが重なってきました。特に営利

目的ではありませんが、3カ月に一回、2850 円の定期購読料で年

間 700 万円くらいの収入があります。私どもの「あすびと福島」

の人件費までは出ませんが、発行にかかわるすべての経費は購読

料で賄っています。社会性と経済性が両立しているので続けるこ
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とができるわけですね。サステナブルが人材育成にも、とても大

切です。この活動は福島県内の 7つの高校に跨がって 9学年の高

校生 41 名に及んでいます。最初に創刊した高校生は社会人 2年

目、大学生もたくさん前進を続けています。いわば親戚くらいの

信頼関係のある若い世代とプロジェクト・ベースド・ラーニング、

社会的な課題を解決する、可能性を実現する活動を続けています。

「あすびと福島」は、その他にもいくつか高校生たちと活動を

継続しているのですが、ご紹介すると、自分たちのロールモデル

を自分たちで見つけて、自分たちで取材して、自分たちの将来の

姿に向き合っていく「高校生発、ロールモデルを見つけよう」と

いう活動は、コロナの中、SNSで発信する活動としても継続して

います。こちらの活動も OB、OGは大学 4 年生になり、高校 1

年生たちまで 3つの高校に跨がって 7学年 33 名に及ぶ活動をし

ています。親戚のような信頼関係のある高校生や大学生のネット

ワークが今、75 人くらい、これが 100 人、200 人と拡大していく。
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「高校生が伝えるふくしま食べる通信」の取材

「高校生発ロールモデルを見つけよう」の取材
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5　大学生には内省の場を

大学生がたくさん生まれていますので 3 カ月に一回、東京で

「内省」の場を続けています。この 2021 年 11 月 7 日（日）には、

ようやく 2年ぶりにリアルな場を東京で開催することができまし

た。

服部さんから「グリーン社会って何だろう」というお話の中で

「ありたい社会というのがグリーン社会と表裏一体の姿なんだ」

という主旨のことが発言されましたが、学生も社会人も忙しすぎ

て「ありたい社会」や「ありたい自分」を内省する場はありませ

ん。社会人は経済性の追及でがんばっている。学生たちも学力を

つけていくのだが、その学力を何のために使うのか、「ありたい

社会」「ありたい自分」のために学力は使うはずですね。3カ月に

一回、この 2年間はオンラインでやっていましたが、オフライン

はすばらしい。実際に会って、10 時～夕方 4時くらいまで、左脳

ではなく、右脳を使って、リテラシーではなく、「どうありたい

か」という志、それを実現するために自分は「どういう熱量を発

揮していくのか」、そういう場が、大学生たちには、とても大切

な場だと思っています。

そういう中でいろんな学生が現れています。福島県内の高校を

卒業して東北大学文学部に進み、1年間休学してまで「あすびと

福島」でインターンをしていた紺野君は、自分の軸を見つけるこ

とが目的でした。そして誰もが幸せな社会を目指す上で文学、本

が軸になるんだという、彼のぶれない志をもって、東北大学に復
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学しました。

今、うれしいことに、福島県内の学生だけでなく、沖縄の高校

を卒業して埼玉大学の哲学科 4年の学生が同じように自分の軸が

まだないことに気づいて、休学して 1年間のインターンをしてい

ます。

ありたい自分・社会を内省する大学生たち

6　「あすびと福島」のキャリアパス

2021 年 4 月、一人の大学生の新卒が正社員として「あすびと福

島」に入社しました。彼は高校時代に「食べる通信」の編集活動

をいっしょにやり、宮崎大学地域資源創成学部を卒業し、「福島

に向き合いたい、福島に何らの価値をつくりたい、そのスタート

として「あすびと福島」に入社したい」と決心したわけです。今、
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9 カ月たって大いに成長しています。約束していることが一つ

あって、3年たったらキャリアを見直す、もちろん「あすびと福

島」で、その後のキャリアを高めていってもいいし、企業や行政

にキャリアを展開してもいい、大学院でもう一回学んでもいいし、

または福島にどんなに小さくても新しい価値をつくる事業を立ち

上げようということであれば「あすびと福島」は出資をすること

を約束しています。

こんなふうにして小学生、中学生、高校生、大学生、若い社会

人とともにお互いに学びあって福島の人材をつくろう、そういう

人材集団でありたいと思っています。

さらにうれしいことに、福島県内の高校を卒業して新潟大学創

生学部 3年の女子大生が、就活の中で「3年間で次のキャリアを

見直すことが自分のキャリア形成には最も役立つ」ということで、

「あすびと福島」への入社を決めました。
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あすびと福島のキャリアパス

7　「憧れの連鎖」による人材の輩出と福島の創生

強制もできませんし、強制するつもりもない。自分の力で自分

の意志で福島に向き合って福島に新しい価値をつくる人材とし

て、ともに歩んでいる次世代の中の誰かがそのフロントランナー

になったとすれば、今、大谷翔平選手に憧れない野球少年はいな

いように、福島に新しい価値をつくる若い人材が憧れの対象にな

れば、後輩たちも「自分もそうなろう」というモチベーションが

出て、人材が輩出されていきます。

地方から人材が流出するといわれますが、逆に地方から新しい

価値をつくる。ローカルイノベーションを起こせばカッコいい姿

になる。自ら地方で価値をつくる若者が現れてくる、それが福島

の復興であり、福島の創生であると思います。
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憧れの連鎖

8　経済的持続性は社会人研修で確保

時間もお金もかかりますが、私どもの事業は 8年間、社会人研

修の収入で経済的な持続性を確立しています。因みに福島の小学

生、中学生、高校生、大学生の人材育成は全部、無料でやってい

ます。高校生の活動費、東京に集まる大学生の交通費も支給して

います。なぜかというと高校生にとって何千円、大学生にとって

1万、2万の交通費は、それだけで参加へのハードルになります。

教育的には必要経費だと思っています。

役員クラスから働き盛り、新入社員までこの 8年間で 1泊 2 日

の研修に 6000 人の社会人が南相馬市にきています。「新しい時代

をつくる」といっても、どの企業も、どの行政も、今のままでは

新しい時代をつくれないという危機意識があります。学力だけで
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は新しいものはつくれない。志や熱量が必要だ。そういうものは

どこで磨くのか。実は福島にはその価値があります。

私たちは企業とのアライアンス、協力関係も発展しています。

凸版印刷さんから 1年間ずつ 2名出向、三菱商事さんから 2年間

1名出向、あずさ監査法人さんから公認会計士が 3年間 1名出向、

今は住友商事さんから入社4年目の人材が2年間出向しています。

彼ら自身も成長する。そして彼らが福島の若い世代の育成にも全

力投球してくれています。

9　「あすびと福島」の進化

「あすびと福島」は 2022 年から何を目指すか。今までの人材育

成は福島県内の学生を対象にしていましたが、来年からは全国の

学生に学びの場を提供したいと思っています。ありがたいことに、

1月 5、6、7 日で東京の中高一貫校が最初のフィールドスタディ

に 2泊 3日でやってきます。社会人研修は、すでに今年からやっ

ていますが、同時通訳にも入ってもらってオンラインでグローバ

ルな研修を実行しました。来年以降、社会人研修をグローバルに

展開していきたいと思っています。

10　グリーン社会とソーシャル・イノベーション

さて、気候変動と私たちはどう向き合っていくのか。当面、頻

発する自然災害には自分たちを守らないといけない。一方で 2050
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年を目指した未来、「グリーン社会」「脱炭素社会」に向けて、自

分たちだけでなく、地球を守る社会づくりが、私たちの大きな社

会課題として目の前にあるわけです。

CO2 が温暖化、気候変動を起こしていることは、すべての人が

認めるところになっています。特に発電と運輸の領域で、たくさ

んの CO2 を出していることもご存じのとおりです。そして日本

全国でいえば、再エネ比率を 2030 年度に 38％まで拡大しようと

いう国の計画もありますが、実はドイツは今、すでに 38％、再エ

ネの国になっています。

11　ローカルからグリーン社会へ

南相馬市を含めた原子力の被災地は、今、大規模な太陽光発電

所と風力発電所が、民間の投資と地元の自治体の努力によって拡

大しています。南相馬市内の再エネの発電だけで同志社大学のあ

る京都市の上京区と下京区の 9万世帯のみなさんの電力を賄うだ

けの規模になっています。広大な太陽光発電所、または凛として

立つ風力発電所があります。南相馬市には 6 万人の人口と製紙

メーカーなどの産業もあります。そこで使われている消費電力を

100 とすると、現在、すでに南相馬市はその 94％にあたる再エネ

の発電が実現できています。目標通り、2030 年には、すべての消

費電力と同じ発電量が、再エネで行われる南相馬市になります。

このように、ローカルでも社会イノベーションは起こせると思

います。グリーン社会はローカルからこそ、つくれるのではない
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かと強く思う次第です。福島県に拡大すると、福島県は、180 万

県民、それなりの産業もある県です。今現在、消費電力の 83％に

相当する発電が再エネでできる規模まできています。福島県は

2025 年度を目指して、すべての消費電力に匹敵する再エネの発電

量を目標にしています。「ローカルからグリーン社会」を目指し

ているわけです。

南相馬市は 2030 年までに再エネで
消費電力費 100％相当の発電を目指している。

12　「あすびと福島」は水素を志向

私たち「あすびと福島」は、気候変動を、もろに 2年前に受け

ました。せっかく建設して子どもたちの体験学習の場として役

立ってきた太陽光発電所が、2019 年 10 月 12 日の台風 19 号で、
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すべて水没しました。いろいろ迷いましたが、ありがたいことに

保険も適用できるということで、安全を最優先して、すべて撤去

しました。植物工場も撤去せざるをえませんでした。

私たちは逆に進化するチャンスではないかと思いました。私た

ちの 500kWの太陽光発電所は、2013 年の運転開始時は福島県で

最大だったのですが、今では 100 倍の 5万 kWの発電所が南相馬

市に何カ所もあります。再エネのフラッグシップの役割は果たし

たと思います。私たちがこれから果たす役割は水素。ゴルフ用の

電動カートを改造して水素の燃料電池で発電して走る水素カー

を、つい一カ月前に何とか組み立てることができました。今日も

南相馬市では水素カーで子どもたちが体験学習をやっています。

あすびと福島の水素カー
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13　再エネと水素はベストパートナー

車もたくさんの CO2 を出します。今、日本はハイブリッドも

ありますが、電気自動車は 1％しか普及していない。最近、日本

の自動車メーカーも電気自動車や水素自動車に力を入れると宣言

し始めました。CO2 を出す大きな分野の電力と運輸の分野にイノ

ベーションを起こそうという機運が高まってきています。特に水

素は再エネの弱点ともいえる天気に影響されるところを補うこと

ができるという、実は再エネと水素には組合せとしてベストパー

トナー的な、互いの補完関係があります。東京オリンピックでも

水素カーが動きましたが、あの水素は南相馬市のすぐそばにある

水素の製造フィールドでつくられたものです。水素で動く船は夢

があります。海水を船内の太陽光発電で電気分解して水素を発生

させ、その水素で夜間も発電して航行する水素船が今、模索から

実行段階に入ろうとしているわけです。
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水素船

14　「京都議定書」の精神がこれからこそ大切

この京都で 1997 年、「京都議定書」が採択された時、当時、私

は東京電力で環境ビジネスを手がけていましたので大変感動しま

した。「京都議定書」、これからは確実に環境というものが我々の

ドライバーになるな、エンジンになるなと思ったんですが、残念

ながら、つい最近まで「見えない気候変動」という「非日常」が

私たちの行動変容を、必ずしもひっぱり出さなかった。一方で私

たち福島は 2011 年の原子力事故、放射線という「見えない非日

常」の中で何人もの方たちが新しい価値をつくろうとして、あえ

て申しますが、普通の人たちが新しい価値をつくろうと、模索し

て新しい価値をつくる中で、結果としてフォロアーに恵まれる、

結果としてリーダーになった人たちがたくさんいます。「目に見
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えない非日常」の中で福島は新しい価値を今、つくろうとしてい

る。そして 2020 年、2021 年、コロナ・ウイルスという「目に見

えない 3つ目の非日常」が京都においても、全国においても、世

界においても、私たちに新たな行動変容を促してきたと思います。

「ありたい社会ってどんな社会なのか」「自分はどうありたいの

か」「それをつなぐ仕事はどうありたいのか」。これが「あすびと

福島」が今、最も大切にしている本質的な問いです。社会人研修

も大学生たちの内省の場も、それをテーマにして活動を続けてい

ます。今日も、ここでみなさんといっしょに意見交換できれば幸

いです。そしてこれからは、私たちにこれまではあまり大きな力

を及ぼしてはこなかった「気候変動という見えない非日常」が、

2050 年の「グリーン社会」「脱炭素社会」に向けて、または

SDGsの実現に向けて、「内省」と「行動変容」を促しています。

1997 年の「京都議定書」の精神を、今こそ私たちは生かしてい

きましょう。どうもありがとうございました。

服部　半谷さん、ありがとうございました。ほんとに、すごい熱

量が伝わってくるお話でした。
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〔パネルディスカッション〕
「グリーン社会とソーシャル・イノベー

ション―復興 10 年を超えて―」
一般社団法人「あすびと福島」代表理事　半　谷　栄　寿

合同会社地球村研究室代表社員・京都大学特任教授・

東北大学名誉教授　石　田　秀　輝
社会福祉法人大阪ボランティア協会理事長・

同志社大学客員教授　早　瀬　　　昇
司会進行　同志社大学政策学部教授

同志社大学人文科学研究所兼担研究員　服　部　篤　子

服部　それではパネルディスカッションを始めさせていただきま

す。「持続可能なグリーン社会には市民主体のイノベーション

が必要ではないだろうか？ 最初の一歩は何から始まるのだろう

か？ ローカルからイノベーションは起こせるだろうか？」と

いった問いを意識しながら進めさせていただきます。登壇者を

ご紹介します。本日は鹿児島県沖永良部から石田秀輝先生にき

ていただきました。石田先生は、自然のすごさを賢く活かす新

しいものつくり『ネイチャー・テクノロジー』を提唱され、心

豊かな暮らし方のライフスタイル研究及び実践の第一人者でい

らっしゃいます。早瀬昇先生は、市民参加やボランティア活動

が社会に普及することに尽力されてこられました。阪神淡路大

震災当時、日本初の災害ボランティアセンターを創設し、その
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後の全国の災害ボランティアセンターの運営に影響を与えてき

ました。

 　また、今日は院生たちが会場にいますので、会場やオンライ

ンで参加のみなさんのご質問を代読する形でご紹介させていた

だきます。会場の方は配付しました用紙に、オンライン参加の

方はチャットでお送りいただければと思います。

 　それではまず、半谷さんのお話を受けて、どのような感想を

もたれたのでしょうか。

早瀬　大阪ボランティア協会という団体で市民活動を推進すると

ともに、同志社大学でも教 をとらせていただいています。「あ

すびと福島」の取り組みをうかがい、「そうだよね」と納得す

ることばかりでした。大阪ボランティア協会は今年 2021 年で

56 年目の組織ですが、行政からの資金をほとんど得ない中で、

市民活動の推進という間接的な仕事をしてきました。普通は社

会福祉協議会のように行政からの資金で動くところが多いので

すが、大阪ボランティア協会は市民の力で動く団体です。なぜ

56 年も続いたかというと、ボランティア協会が最初に取り組ん

だのがボランティアスクール。「人を育てる」ことを大切にし

てきたことが、ボランティア協会が今まで続いてきた理由だと

思います。

 　大阪では数年前に政権をとった党派が学力テストにこだわっ

ています。学力テストにあんなにこだわるのはなぜだろう。

人々が競争して勝ったものが強くなっていくんだという価値観

を子どもに伝えていく。小学生、中学生の時期は人と人がどう
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協力しあうか、しんどい立場の人たちをどのように支えるか、

自分自身がしんどくなったら、助けをもらうように自分をどう

開くことができるかを学ぶことが一番肝心なのに、そういうこ

とに焦点を当てずに、人間の力の一部である学力だけに焦点を

あてるのは貧しい教育観だと思っています。

 　「あすびと福島」では、夢や情熱が人々を鼓舞する、同じ夢

のためにみんなで協力しあう、そういう関係が起点になってい

るなと大変、感銘を受けました。

服部　同じ夢のために協力しあう関係が起点。素晴らしいですね。

今日の半谷さんのお話は人材育成の部分とエネルギーの部分が

あったと思います。水素カーは、ぜひ私も運転してみたいと思

いました。エネルギーに詳しい石田先生からはいかがでしょう

か。

石田　半谷さんの熱量がすごいよね。これで人が育つんだろうな。

人を育てているのではなく、人が育っていますね。一番思った

のはそのこと、でも半谷さんは人が育つメカニズムはしゃべら

ないんですね。うん、10 年以上活動されてきて、人を育てると

ころから、人が育つシステムができているのは今日聞いていて

もほんとによくわかった。逆に「人が育つというのはどういう

ことなんですか？」と、是非、理論武装して僕に教えてほしい

なと思いました。今じゃなくてもいいから。

服部　ロールモデルの話でしょうか。

半谷　私はビジネスパーソンとしてはものすごくせっかちで厳し

いんですよ。一方、それは「人が育つ場づくり」じゃないとい
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うことを痛切に反省しました。「信じて待つ」というと「ほん

とに大丈夫か？」とご心配になる方もいらっしゃるかもしれま

せんが、基本は「信じる」ことです。それと「主体的な取り組

みを尊重する」、その延長線上に高校生の先輩、後輩の中に「憧

れの連鎖」が起きてくる。大学生の先輩、後輩の中にも「憧れ

の連鎖」が起きている。社会人を目指して、いろんな就活をや

る中で、二人の大学生が「あすびと福島」に入社することに

なったわけで、「あすびと福島」をキャリアパスとして自分に

ふさわしいと思った先輩、後輩の中にも「憧れの連鎖」が回っ

ている。そう思うと「信じて待つ」こと、「主体性を尊重する

こと」が、先生がおっしゃる「メカニズム」ではないかと、そ

のくらいのことしか体系として言語化できませんけど、ビジネ

スとは全く違うなと感じます。

石田　服部先生の大学院の学生にとって最適のテーマだなぁ、今、

おっしゃったように「憧れの連鎖」というのは間違いない事実

なんですね。いろんな情報があるけれども、結局、リアルは

「人の背中」しか見えないんですよ。「人の背中」を見てしか、

人は育たない。そういう意味で「憧れの連鎖」が起こっている

ことは間違いないんだけど、なんで憧れるんだろう。これはす

ごく大事で、おそらく今、それを見逃しているような気がする、

そのメカニズムを。この種の本はたいてい「誰それが一生懸命

にやったから」となっちゃう。僕はそういう本を山ほど読んで、

つくづく「バカな本を書くな」と思っている、そうではなく、

そこに内包する「憧れの連鎖」をつくるやり方があるんですね。
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それこそ「ソーシャルイノベーション」だと思うんです。いか

がでしょうか、服部先生。

服部　振られてしまいましたがまさにそうだと思っています。教

育のイノベーションは私がずっと追いかけているテーマでもあ

ります。既存の教育批判ではなく、「なぜ憧れが生まれるのか」。

熱量はやはり対面だから伝わるものがありますね。これが教育

現場にあれば、人は変わるのではないかと思います。

半谷　参考までに簡潔に。10 年前の高校生はほんとに「社会起

点」から始まっているんですね。「大好きな福島が誤解されて

悔しい」という「社会起点」からスーパー高校生が危機の中で

生まれるんですね。10 年たつと、同じ福島でも高校生は 10 年

前、5歳なんです。そこには危機のモチベーションは生まれな

い。ではモチベーションはどういうふうに生まれるか。一種の

「カッコよさ」ですね。先輩たちが楽しそうに、この活動をやっ

ている。だから自分も楽しそうだから入っていくという、一方

で、やっている中で「福島のこと、知らなかった。もっと知り

たい。知ったからには貢献したい」と平時でも自分に向き合っ

たり、福島に向き合ったりするメカニズムが現れてくるんです

ね。10 年前の先輩たちが「こうだから、君たちもこうしなさ

い」といっても何も始まらない。今の高校生たちは楽しいから

やっている、プロジェクト・ベースド・ラーニングが後輩にも

続いていく所以です。

服部　そこはすごく賛成ですね。多分、私たちも研究室はそうだ

と思います。常に議論している。ワクワクするような議論です。
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危機感がモチベーションを上げるというよりも、これからの社

会を創っていくのは誰か、どう創るのかについて議論すること、

そういう楽しさがある。実現するために誰かが一歩、一歩進ん

でいる、その後ろ姿を見て「私もそうしたい」と思える人々が

増えていく。そこに連鎖が生まれるのだろうと思っています。

石田　その楽しさは「発散型」ではなく「収束型」なんだけどね。

「発散」する楽しさはゲームとかで「収束」する楽しみは、そ

んなに簡単に生まれるものではないんですよ。何かしら越えな

ければならない制約があって、それを超えるために自分が汗水

垂らさないと「収束」しない。そこらへんに何か仕掛けがある

んですね。

早瀬　鷲田清一先生の『しんがりの思想－反リーダーシップ論』

という面白い本があるんですが、そこで鷲田先生が松下幸之助

氏が語ったリーダーの 3条件を書いています。一つ目は「愛嬌

があること」。愛嬌がある。スキがあるというか、「社長、また

そんなことやって……」と言える。これは別の言い方をすると

最近、流行の「心理的安全性」を保障する。自分の弱みを示せ

る環境をつくる。二つ目は「運がいいこと」。これは実際には

「運がいいと思わせる」ことですね。「今日は雨が降ってる。な

んてつまらない」ではなく「雨が降ってよかったね」と思える

と、前向きの気持ちになってくる。そして 3つ目は「後ろ姿が

いいこと」。今の話です。幸之助さん、さすがだなと思います

が、今、その話を思い出しながら伺っていました。

半谷　今日、石田さん、早瀬さんとお会いできて、ありがたいな
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と思います。私は実務家で突っ走っているんですが、それを識

者の方に分析していただいて自分を「内省」することをずっと

やってきたんですね。高校生たちが SNSであれ、紙ベースで

あれ、自分たちで取材して記事を書いて情報を発信する。石田

さんがおっしゃった「発散」するだけでなく「収束」する、両

方をやれるプロジェクト・ベースド・ラーニングが、私は今、

大学生にも拡大し、「大学生発 福島キャリア新発見」を立ち上

げたばかりですが、自分たちが何を取材したいのか、取材して

記事を書くのは大変ですけど、「発散」と「収束」を、あるイ

ンターバルで繰り返すことが、学力とともに構想力、実行力、

チームワークで取材する協調性とか、または探究性を培うと、

そう思っています。

服部　私どもも PBLの授業をずいぶん増やしていますので共感

します。少し話を変えてよろしいですか。話の中に「ありたい

社会」という言葉が何度か出てきました。本日、「グリーン社

会とは何だろう、どのような社会か」という時、どういう切り

口で議論していったらいいのかというヒントもいただきたいと

思っていますが、それについて、どなたからでも。ありがとう

ございます。それではまず石田先生から資料をご用意いただき

ましたのでご説明をお願いします。

石田　「グリーン社会って何？」という話ですけど。「今、我々人

類が、これからも存在できるかどうか」という、とんでもなく、

実は大変なところにきているわけです。何が起こっているか。

一つは「地球環境」そのものが限界状態にある。もう一つは
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「経済システム」そのものが限界状態にある。この二つに同時

に共通する解を出さなくてはならないのだけれど、日本の場合、

バブルが崩壊した 1991 年から 30 年間、次の定常化社会に飛ば

ないといけないのに、解を見つけることが出来なくて、のたう

ち回っている。その結果、何が起こったか。社会が閉塞し、そ

んな社会に夢を持てなくて少子化が起こり、その結果、高齢化

が起こって、結局人口減少が起こっている。このままだと、

2030 年頃には文明崩壊の引き金に手を掛けることになります。

 　なんでこんなことが起こったのか。日本の場合、先進国の中

では特異なのですが、縄文時代から 1970 年代初めまで、ずっ

と「アニミズム型社会構造」をもっていました。圧倒的に強い

自然に共同体ががっちり食い込み、個は共同体に帰属している

格好です。これが 1970 年代の工業化の時代、資本主義の始ま

今我々は 2つの限界に同時に解を出さねばならない
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りと言っても良いのでしょうが、何が起こったかと言えば、個

がアニミズム型の三角形から外れちゃう、離脱するんです。な

んで離脱できたか、それは豊かさの概念がお金になったからで

す。お金さえあれば面倒くさい共同体に帰属しなくてもいいで

しょう。お金さえあれば好きな時にリゾート地にいけるでしょ

う。お金さえあれば好きな時にスーパーにいっておいしいもの

が何でも買えるでしょう。そうすると個はドンドン膨らんで

いって、現実的には、本人が「離脱している」と思っているだ

けで、実際は自然や社会とつながっているのだけども、結果と

して共同体が潰れちゃった。それから個の欲求が、どんどん膨

れるものですから自然を浸食していって、それが環境問題に

なっていったということなんですね。

縄文時代から 1970 年代初めころまでアニミズム型社会が続いたが、
工業化（資本主義化）によって個（人）が離脱を始めた、それは豊か
さの価値が人や自然とのつながりではなくお金になったからである。
そして肥大化した個（人）は、結果として共同体を解体し、あらゆる
生物の土台である自然を侵食し地球環境問題を起こした。
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 　「持続可能な社会」といっても定義は僕が知っているだけで

270 以上あるんですけど、持続可能な社会って絵を見たことは

あまりありませんよね。みんな観念だけでしゃべっている。絵

を描くと、どう考えても、こんな絵にしかならなくて、僕たち

は「アニミズム型社会」をつくり直さないといけない。そのた

めにはどうするか。昔に戻るのではなく、おしゃれな住まい方、

おしゃれなライフスタイルを生み出し、そして新しい形のコ

ミュニティ、今までのコミュニティは土地を起源にしています

よね。だから、今までのコミュニティは生きるか、死ぬかのコ

ミュニティなんですよ。そうじゃない概念も含めたコミュニ

ティがこれからは存在出来て、そういうものが自然という土台

の上でしっかりとつながるという、ハイパーアニミズム社会あ

るいは生命文明社会と呼んでいますが、新しい価値観に移行し

なければ「持続可能な社会」はつくれないだろうなと思います。
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 　ところが方向はわかっても、これをやるための時間がほとん

どない。地球環境という視点では、2030 年までにどうしても手

を打たないといけないのは、3つです。最大の問題は「生物多

様性」、種の劣化が激しくて、生態系サービスが受けられなく

なる、例えば、食糧を供給できなくなるかもしれないという土

壇場、今、ギリギリのところにいます。次が「気候変動」、そ

して「マイクロ・プラスチック」。この 3つで、これらに対し

て 2030 年までに答えを出さなかったら、ほんとに我々は文明

崩壊の引き金を引いてしまう、それくらい厳しいところに今、

いるわけです。

 　もう一つは「経済システム」。斎藤幸平さんの〈人新世の「資

本論」〉、よく売れている本です。最近の経済学者の本で、みん

な共通して言っていることは「今の経済システムでは環境と経

求められる社会は、もう一度個（人）を共同体や自然につなぎ留める
ことである、ただし、それは昔に戻ることではない。おしゃれな暮ら
し方のかたちを創出し、繋ぎ直すのである。それこそが、持続可能な
社会を創るということなのだ。
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済は両立しません」ということです。今の経済システムは市場

原理主義、「新自由主義」という人がいますが、これは少し間

違っていると思います。新自由主義の中でも一番とんがってい

るのが「市場原理主義」なんですけど、「市場原理主義という

経済システムを維持する限り、経済成長しようとすると必ず地

球環境に負荷をかける。これは両立できない」と、みんな言っ

ている。ベストセラーになったんだから、ちゃんと理解して舵

を切らなければならないのに、政府も新自由主義の次なるス

テップなどと言いながら、全く基本は変わらない、誰も何も変

えない。異次元の金融政策も、何本も放った矢もみんなどこへ

行っちゃったかわからないのに、どうして反省できないので

しょうかね。

 　じゃ、どうやって舵を切るのか、それは今の延長ではなく、

足場を変えることが必要です。今の延長の思考回路は「フォー

キャスト・アプローチ」。目の前にある問題を片づけていく。

また問題が出てきたら、またそれを片づけていく。それをやっ

ていると持続可能な社会に向かっているかどうかわかりません

よね。そもそも今の延長では問題は解決しないことが明らかに

なっているのですから。だから、ちょっと足場を変えて、どの

ような価値を社会に提供するのか、これからますます厳しくな

る地球環境という制約の中で「どうやったらワクワク、ドキド

キ、心豊かに暮らせるんだろう」というイメージをまず最初に

つくります。次に、そのために何をするのか、さらにそのため

に何をするのかということを思考します。これを「バックキャ
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スト・アプローチ」の思考といいます。地球環境問題という制

約が排除できないので、この思考方法を取る以外に解を見つけ

る方法が無いのです。我々はどうやって未来の社会を描いてい

くかが大事で、未来を描く時、「勝手に未来を描くな」という

のが最も重要です。我々がこれから消費できるエネルギーや資

源は、もう限られている。人口がどれくらい増えるかも、もう

わかっている。その中で「ほんとに一人ひとりが豊かになって、

その集合体である社会を豊かにできるのかを議論をした上で絵

を描かないといけないよ」ということです。

 　そして、「ワクワク、ドキドキ、心豊かに」とはどういうこ

とか。これもやっと描けるようになりました。2013 年、心豊か

の概念を初めて世界に発信し、2015 年にやっとこれからお話す

るような形に収束しました。すごくシンプルな形になったので

理解もしやすいと思います。今、我々は「依存型の社会」にい

ます。「あなたは何もしなくていいのよ、テクノロジーやサー

ビスが何でもしてくれますからね。ブレーキを踏まないでも車

は止まりますよ、あらゆるものが全自動で」という社会です。

しかし実際には、みんなが求めているのはそうじゃなくて、「自

立型の社会」です。「自立型社会」の究極が「自給自足」。しか

し、そこへ急に行けるわけじゃない。実は依存型社会と自立型

社会の間に「 間」がある。僕はそれを『間』と呼んでいるの

ですが、『間』を埋めること、それ自体が「心豊かな暮らし」

の形なのです。では、「埋める」というのはどういうことかと

いうと、「ちょっとした不自由さや不便さ、それを「喜ばしい
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制約」と呼んでいるのですが、それを「個」やコミュニティの

技や知識で乗り越えていく」。さっき半谷さんの話は、まさに

「みんなこれをやっているんだな」と思いました。ちょっとし

た不自由さ、不便さ。とんでもない不自由さ、不便さではない。

高校生が忙しい中、ちょっと時間をつくって取材をしてまとめ

ていく。ちょっとした不便さ、不自由さを超えることを繰り返

していくと、そこに「達成感、充実感、愛着感」が生まれてく

る。そういう社会に移行しなければいけない。

 　じゃあ、そんな社会に、ほんとに移行できるんですか。これ

を教えてくれたのが今回のコロナ禍でした。「こんな社会に、

ほんとに移行できるのか、そんなことができるのか」と。頭の

中ではわかるけども、ほんとにできるの？　今回のコロナ禍が

「新定常化社会へジャンプするための加速器にならないか」と

「間」を埋めるということ：ちょっとした不自由さ（喜ばしい制約）
を、個（人）やコミュニティーの技・知恵・知識で乗り越えることに
よって、愛着観や達成観、自充実観が生まれる
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いう仮説を立てました。そしたら二つの大きなことがわかりま

した。結論だけいいますが、一つは「個としていろいろなこと

をデザインする能力が大事にされる時代」だということがわか

りました。「個」というのは個人もあるけれども、家族、関係

者、小さな企業、小さな行政です。「みんな横並びじゃないよ。

各家によって暮らし方の形があるよ。仕事の仕方があるよ。学

びの仕方があるよ」と。個で暮らしをデザインし、個で仕事を

デザインし、個で学びをデザインすることが大事なことを学び

ました。例えば、個で学びをデザインするということは、「自

分のペース、自分にあった学び方や場所、必要に応じて必要な

人の力を借りながら、人に力を貸しながら、時には年齢を超え

て穏やかな協働性に支えられた「個の学び」が尊重される。「一

方通行じゃないよ、横並びじゃないよ」、そういう概念が大事

にされる時代だということがわかりました。

 　もう一つ、わかったこと。今回のコロナでアメリカ、イギリ

スそして日本も最大で 30％、温室効果ガスが減りました。30％

ですよ、とてつもない量です。それも日本は強制されませんで

した。ロックダウンなし、みんなが三密を避ける中で、いろん

なやり方を個として考えて結果として 3割も減った。このとて

つもない「行動変容」を「個」としての暮らしをデザインする

ことで成し遂げてしまった。コロナ・パンデミックで我々は

「行動変容を起こすことができるんだ」とわかったんです。み

んなが「嘆き苦しんで」ではない、三密を避ける中で「豊かさ」

の本質を見つけ出したんです。
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 　その「豊かさ」とは何かを、300 人近くの方々のインタビュー

を通して 2年間、サンプリングしてきました。そこから 2030

年の社会のキーワードが見えてきました。それは、こんなキー

ワードをもつ社会です。「ライフスタイルを自分でコーディネー

ト」「人生の選択肢を多くもてる社会」「自然のリズムで暮らす」

というような個のデザインやコミュニティの形、ものを使い続

けるという形、あるいは移動の形、知の融合、そういうカテゴ

リーで 2030 年の社会は構成されるだろうと考えています。こ

のようなカテゴリーを構成するキーワードが、200 くらい浮き

出てきた。そういう浮き出たキーワードを組み合わせることで、

色々な社会を描くことができる。これが 2030 年の社会の一つ

の創出手法です。

 　例えば、使い続けるという形の中には「ものをもたない暮ら

し」というキーワードがあるのですが、、これをちゃんと分解

していくと、こういう社会に必要な企業の役割が明確になって

くる。一方、個のデザインという視点では、「おじいちゃんに

もらった懐中時計」「古いけど、たくさんの思い出のある車」。

そんなものを大事に丁寧に維持していく文化も並立して成立す

る。ものをもたない社会であっても、大事にモノをもち続ける

社会も同時にある。これこそが「個のデザイン」、こういうあ

たらしいかたちが存在するということを、是非わかっていただ

きたいと思います。

 　そして 2030 年の社会を覗きにいくと、基本的には「自然を

近くに」「豊かな農と食」「域内で循環するモノやコト」「未病



－40－

と健康」「豊かなローカル」という 5 つの基本要素、これに、

個のデザインを掛け合わされたような社会が、おそらく我々が

最終的に目的とする「2030 年の社会」ではないかと、今、思っ

ています。

 　では、今流行りの「デジタル・トランスフォーメーション

（DX）」とか「サーキュラー・エコノミー（CE）」とか「5G」

とかはどう位置づけられるのか。議論を進めて行くと「DX」

や「CE」は、こういう社会をつくるための、ただのツールで

しかないことがわかります。この「5つの基本要素×個のデザ

イン」が最終的に創り上げるものこそが、サステナビリティ・

トランスフォーメーション（SR）の概念になるのかなと、こん

なことを思っています。

服部　ありがとうございます。2030 年の社会が見えてきました。

半谷さんが「見えない 3 つの非日常」とおっしゃったものを

「コロナ・パンデミック」でわかったこととして、石田先生か

ら具体的に 5つの要素が重要であること、「個」としてのデザ

インによって「行動変容」が起きるのではないかというお話が

ありました。お聞きになっていていかがですか？

半谷「あすびと福島」の研修に 6000 名の社会人が、8年間でお見

えになった。そうそうたる大企業が多いわけですが、みなさん、

この姿が描けなくて困っていらっしゃる。1991 年にバブルが崩

壊するまでは、私がいた電力は「GDPが 10％近く伸びるなら

発電設備を 10％伸ばして安定供給やっていればいい」という、

手段が透明だったんですね。「社会が透明でベクトルが一つで
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手段も見通せる」といっても過言じゃなかったのですが、そこ

から 30 年、どの企業も「不確実で不透明な時代」に混迷して

しまっていて、ようやく最近、「どういう社会でありたいのか」

を軸として「会社起点」ではなく「社会起点」に立ったリー

ターシップが必要だと、気がつき始めているんですよ。企業は、

かなりのウェイトで、ある意味、政治や行政以上に社会を構成

していることは確かなので、企業の経営者は今、おそらくは石

田さんがおっしゃっている方向に行きたいなと思い始めてい

る。だけど、これまでの効率や効果という経済性だけにがん

ばってきた多くの社員のみなさんは戸惑っていると、今、感じ

ています。

服部　確かに、そうですよね。「2030 年までに SDGsを」と企業

の方たちは散々おっしゃっている。だけど「経済と環境は両立

しないのではないか」と思って、本を読んでいるわけですよね。

みなさんは迷っているかもしれない。どうしたらいいのかわか

らない。「ありたい社会」を模索しているということが伝わっ

てきたように思います。

早瀬　月並みですが、現状があり、それに対して「こうありたい」

という夢、ビジョンがあり、その両者のギャップが課題ですね。

ただし、今は夢やビジョンが多様にある。経済成長が重視され

ていた時代は、とにかく経済水準が上がればいいという単純な

思考でしたが、今はそうでなくて、制約もどんどんでている。

その中で「どんな社会にすることが大切なのか」というビジョ

ンが人によってバラバラで、みんな別々の課題解決策をもって
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いるわけです。

 　今日、石田先生の話を伺って、個々人が「それぞれに自分の

価値、暮らしを大切にできるスタイルを、どうつくることがで

きるか」という視点を提起されていて、その姿はいろいろある

と思うんですが、みんなが同じようにマスで動くのではないと

いう視点を、今日、いただきました。

服部　そうですね、私も感じたのですが、「個」はいかに依存型

から自立型へ移行できるのかどうか。そして、石田先生のお話

でも「ローカルが輝いている」ということが出てきます。半谷

さんのお話からも「ローカルからイノベーションを起こせる」

とおっしゃいました。「ローカル」はキーワードではないでしょ

うか。「ローカルのイメージは中央に対する」ということで、

よろしいのでしょうか？

石田　いやいや、「都会」と「ローカル」という曖昧な表現を使

いましたけども、おそらく都会そのものも今のような「密」な

状態ではなく、「疎」の状態に、これからはなるのだろうと。

都会の中もコミュニティがいくつも分かれる時代になっていく

けれども、生きていくための生産性から考えると、圧倒的に

ローカルの方が自然も多いし、色々なものに対してフレキシブ

ルなわけです。そういう意味でローカルが主役になる時代は間

違いなく来るだろうと思いますけどね。コロナ禍でのサンプリ

ングデータをまとめればまとめるほど、都会の価値観がだんだ

ん希薄になってきます。それはテレワークの浸透という新しい

価値観でも確認できていることなので、そのへんが本質的に変
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わってくるのではないかと思っていますけどね。

早瀬　先日、奈良たんぽぽの家の理事長をされている播磨靖夫さ

んに話を伺った時、播磨さんは「マージナル」という言葉を

使っておられました。「センター」に対して「周縁」、周辺に追

いやられている存在、たとえば障害のある方は日本の暮らしの

中では「周縁」に追いやられている。ところが障害のある方の

暮らし方を支えることは、実は我々の暮らしを全体的によくす

ることになる。「周縁」は「ローカル」かもしれませんが、「周

縁の中にこそ未来の次なる価値がある」と語っておられました。

このような意味もあるかなと思いました。

半谷　福島の被災地は「課題先進地域」という言い方もされてき

ているし、現に石田さんがいわれた少子高齢化にしても、私た

ちのところは日本平均より 20 年、30 年先に直面せざるをえな

い。そこで諦めれば、すべて終わるけど、元には戻せないので、

どうやったら新しい価値ができるか。一歩一歩、ロッククライ

ミング的に、オリンピックのボルダリングみたいに「一つ目の

岩が見えているから、まずそれを登ってみる」。一回でうまく

岩に飛びつけないかもしれないけど、何回か失敗しても、しが

みつくと、次にすがりつく岩が見えてくる。高度経済成長期か

らバブル崩壊まで「手段が見通せる」と、ほとんどの方は思っ

ていたから、「手段が見通せない恐さ」で一歩目を踏み出せな

いという現実を強く感じるんですね。しかし「新しい価値を創

ろうとする場合、手段は見通せないんだ」という一種の覚悟さ

えつけると、ボルダリング的な一歩目に挑戦できると思うんで
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す。「手段は見通せないんだ」と思った瞬間、「一歩目をいこう、

二歩目が見えてくる」という、このトライの仕方がイノベー

ションを起こすうえで必要ではないかと思う次第です。

早瀬　そうですね。なかなか見えない。見えない中での動き方は、

バランスが難しいのですが、「遊びと仕事の違い」という話が

あって、遊びは答えがない。ではどうするか、自分でドキドキ

しながら考える。仕事になると「こうしないといけない」とい

う答えがあって、それをこなさないといけない。遊びでは、ど

うしたらいいかと不安だし、恐い面もあるんですけど、それに

挑戦して失敗しても許し合う、互いに心配し合い許し合う社会

をつくる。そのプロセスは実は結構、楽しいことになるかもし

れない。このあたりはバランスが難しいでしょうけど。失敗す

ることは火傷したり、怪我をしたりして辛い面もありますが、

それを楽しまないと前に行かないなという気もします。

半谷　最近、「パーパス」といわれますけど、「志」にしても「目

的」にしても「手段」が失敗したからといって「目的」や「志」

が失敗しているわけではないですよね。大胆にいうと、たかだ

か「手段」が失敗しているだけなんだけど、手段が失敗すると

全部を失った感じになる感覚も、高度経済成長期の成功体験が

強すぎるからかもしれません。

石田　そのとおりで「無謀な失敗」と「論理的な失敗」という視

点は重要でしょう。過去の成功体験が未来につながらない時代

なので、過去の成功体験を持ち出して「こうしよう」というの

は下手すると「無謀な失敗」になってしまう。そうではなく、
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「こういう社会をつくりたい。そのために今、第一歩を、こう

踏み出す」という時の「失敗」は修復できる。すでに価値観が

大きく変わっていることを経営者が理解しないといけないんで

すけど、経営者になった人たちは過去に成功し、その体験しか

もってない役員さんたちなので、それを否定したり、あたらし

い価値観をどんどん吸収できるかというと、それが今、大変苦

しいところだと思います。でも、それができるかどうかが大事

なところだと思います。

服部　それではここで、過去に失敗も成功も、なさそうな若者か

ら質問があればどうぞ。

―　質問を一つ、代読します。「現在の市場原理主義では環境

と両立しないことは理解できますし、論壇でも活発に議論され

ていると思います。現在のような SDGsを売りにして、ESG投

資を呼び込もうとする姿勢では現在の資本主義システムが変わ

るとは思いにくいですし、現在の市場原理主義から脱却できる

仕組みに関するノウハウや伝達は教育現場では教えられていな

いように思います。そこで市場原理主義を脱構築するための企

業の取り組みや教育現場での仕組みづくりについて、どのよう

にあるべきか、具体的にお聞きしたいと思います」。

石田　いい質問ですね。今の経済システムの中で、SDGsやサー

キュラー・エコノミーをやっても、全く意味はありません、断

言しますし、僕は新聞や本にもそのことを書いています。だか

らといって斎藤藤幸平さんのように「成長経済の否定」とか、

そういう話じゃないだろうと思うんです。システムの問題では
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なく、「我々がどんな社会をつくりたいか」が大事で、その社

会をつくるためには「我々が、どういう生産活動、企業活動を

するのか、そのためにどのような学びをするか」という議論が

大事です。その結果として経済成長するなら、それはそれで喜

ばしいことだと思います。「経済成長を目的としないが、結果

として経済が成長する、目的は豊かな社会をつくること」、そ

れは「我々が、ただ豊かになるのではなく、自然も豊かになる、

我々が自然と寄り添える、人と寄り添える社会、そういうこと

をちゃんとつくって、そのための第一歩をどうするか」という

「バックキャスト」的な仕組みが大事だということです。

半谷　いろんな企業の役員クラス、部長クラスの皆さんと議論す

ると結構、面白いアイディアが出てきたりする。経営企画部門

の方たちが、今まで企業の一般的な事業ポートフォリオ、事業

投資のあり方を「リターン」と「リスク」の二次元でやってい

る。これは「ローリスク」で「ハイリターン」とか、これは

「ハイリスク」で「ローリターン」とかの組合せで事業をやる

わけですけど、私はソーシャル・インパクトを三次元の管理指

標として新たに設け、「ハイソーシャル・インパクト」「ミドル

リターン」「ミドルリスク」とか三次元で会社の事業のあり方、

資金の投入とか要員の投入の優先順位を具体的にやりだす会社

が、そのうち出てくるのではないかと期待しています。　そう

なると社員のみなさんも安心して「ここは従来どおり、ハイリ

ターン、ローリスクで会社として安泰」、でも「ここは徹底的

にソーシャル・インパクトを追いかけよう」という戦力の上手
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な配分ができるのではないかと感じるんです。

石田　そのとおりだと思います。だからこそ今、「社会課題が事

業課題だ」という会社も出てきている。ただ「社会課題」とい

うとらえ方が極めて甘いというか、「従来型の社会課題」とい

うとらえ方をしていて、「社会課題」をとらえた後、どう展開

するかという時、短絡的な問題解決の手法しかない企業も多い。

そこに「バックキャスト・アプローチ」という大きなものを見

る思考回路が必要なように思いますけどね。

服部　おそらく今の会場からの質問に答えられたのかと思いま

す。どんな社会をつくりたいのか、そのための議論や発信がす

でに行われてはいるわけですが、さらにいろんな場面で教育現

場でもしていくことが求められていると思いました。そうする

ことによって若者たちがきっと立ち上がって一人ひとりが行動

を起こしていく、「行動変容」をしていくのではないかと思い

ますが。本日のテーマの中に「市民主体」があります。大きな

政府が、企業が、もちろん対応していくことではありますが、

私たち市民は、それにどう寄与していけるかをテーマにしたい

と思いました。早瀬さんが資料を用意いただきましたのでお願

いできますか？

早瀬　レジュメの 7枚目に、1952 年に制作された黒澤明監督の名

作「生きる」のポスターを紹介しています。この映画は、志村

喬さんが演じる渡辺勘治という市民課長が主役で、映画の冒頭

で「今、この男は死んでいる」というナレーションが入るので

すが、自分が胃ガンであることを知って、かねてから住民の要
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望があった公園づくりに奔走する。その奮闘ぶりをお葬式の場

面で回想するという話でしたが、当時は、そういう構図だった。

つまり、市民が陳情して行政が解決するという構図です。

 　しかし、阪神・淡路大震災後、それがどうなったか。NPO

法の制定を経て、これまでの「政府公益」「国家公益」に対し

て「市民公益」、つまり市民が主体になって公益的なものを生

み出すパラダイム転換が起こった。役所も、もちろん頑張って

もらわないといけませんが、我々市民が公園を作ってしまう時

代になってきました。阪神・淡路大震災で市民がとても頑張っ

たからですね。

 　違う視点でいうと公害問題でも、以前は「企業が悪い、企業

が何とかしろ」と企業の責任を追及し賠償を求める。それはそ

れで大切なことですが、鶴見良行先生が『バナナと日本人』を

書かれました。我々が日頃食べているバナナはずっと値上がり

していない。しかし、その生産に関わるフィリピンの人たちは

バナナを食べられない。なぜなのかと、バナナの背後にある問

題をえぐり出しました。その後、『エビと日本人』という本も

出ましたが。

 　要は我々の暮らし方自身に歪みがあることを知らないのでは

ないかという話ですね。昔は企業を悪者にしておけば良かった

けれど、私たちは加害者かもしれない。琵琶湖の富栄養化問題

も我々が合成洗剤を流して粉石けんを使わなかったから発生し

た。その問題意識から市民の努力で、「なのはなプロジェクト」

という、すばらしい展開になっていくわけですけども。
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 　「ショッピング・フォー・ア・ベター・ワールド」という本

もアメリカとイギリスで出版されてくる。「我々は買い物とい

う投票をしている。買い物の仕方によって企業を変えることが

できる」。今、京都でも「グリチョ」とスマホで検索すると、

16 品目くらい商品ごとの社会的な負荷がわかるサイトがありま

す。このサイトを参考にしたら、負荷の少ない商品を我々が選

べる。さらには、去年はできませんでしたが、2014 年から始

まった祇園祭ゴミゼロ大作戦、「リターナブルな食器を使いま

しょう」という呼びかけで、我々自身の暮らし方も変えてきた。

 　行政が、こうした市民の動きとうまく連携している一つの例

ですが、信州ソーラーポテンシャル・マップはすごいです。長

野県が作っていますが、たとえば松本城の周りの地図に、赤や

黄色がついています。これは、県内のすべての建物のソーラー

パネル使用可能性をチェックしてマッピッグしました。赤は最

適、黄色は適なのですが、その色を押すと「この家をソーラー

パネルにすると何 kWのエネルギーが生まれて節電効果が何万

円ある」と一軒、一軒出てきます。これが長野県全体でマップ

になっています。一度、このサイトを見ていただきたいです。

すごいことを長野県はやったと思います。これで一見して、「自

分ごと」になるんですね。こんな形で市民自身が役所とも連携

し、かつエネルギーの地産地消なんです。他県には送電しない、

長野県内でやる。施工業者も地元の業者です。大資本ではない。

 　いずれにせよ、根本的には自分たちが主体であるという立場

として、私たちは加害者性もあるし、被害者性もある。そうい
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うものを変えていく市民の力が大切だと思っています。

服部　確かに最後のスライド、すごかったですね。一軒、一軒、

わかるんですね。太陽の向きもすべて計算するんでしょうか。

早瀬　AIとかも使っているんじゃないかと思いますが。すごいで

すよ。ちゃんと山に近いところは影が多いから黄色くならない。

服部　長野県が、まずはスタートして全国に広がるといいのです

が。

早瀬　今後、他県でもやるかもしれませんが、全国知事会の優秀

政策賞に入っています。たまたま私が選考委員だったので、知

りました。

服部　被害者なり、加害者の両方の視点が市民活動にはあって、

それを乗り越えてきたことを市民活動がやってきた歴史をお話

いただくことで理解しました。そして過去から学ぶことで前へ、

長野県のホームページから　http://www.sonicweb-asp.jp/naga
no_solar_map/map?scale=7500&pos=137.97194%2c36.238
06&theme=th_1
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どう進めていくことができるかを考えてこれからの市民活動を

つくっていくかもしれないですね。半谷さんがされていること、

子どもたちが徐々に成長していき、「食べる通信」も始めたよ、

ということもあったのではないかと思いますが。このあたりの

活動の話は半谷さんの現場とつながっていますか？

半谷　非連続なことをいいますが、石田さんの「個が共同体から

離れていく」というご指摘は、ほんとにすごく刺さってしまっ

たんです。もう一つ「不労所得で富を得る人がどんどん共同体

から離れていく」というご指摘も同じです。私としては、個が

共同体から離れていっている象徴として、日本の国政選挙にお

ける投票率が 50％ということがあります。政党やどういう政策

を支持するかは、それぞれの主体性ですけど、今、関係してい

る学生のみんなに「選挙に行こう」と言い出しています。「自

分の 1票は何にもならない」と諦めているわけでしょうが、「自

ら共同体から離れていく象徴」の一つとして「選挙に無関心」

というのを改めて感じましたね。

早瀬　ほんとに、そうだと思いますが、投票率の低下の背景には

私たちが「消費者化」していることが大きいと思います。私た

ちは本来、主権者なのですが、ひと頃、「役所は、この地域最

大のサービス産業だ」という首長が評価されました。確かに

「お役所仕事のスタイルを変えてくれるなら、いいわ」と、一

見、思いますが、本来、行政の仕事は、みんなで解決するべき

公共の課題を公務員に託しているものです。それなのに、私た

ちも当事者として責任のあるはずの公共の課題解決を行政に任
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せ、我々は消費者として享受するだけという発想が強くなる。

この消費者としての私たちという感覚が強くなると、政治家を

選ぶ選挙も、つまらない商品を選ぶ感覚になる。そこで、「あ

んたは買わない」という消費者の姿勢で「不買運動」化する棄

権者が増えてしまう。

 　しかし、本来、私たちは消費者ではないんです、主権者であ

り、当事者です。公共活動が「サービス産業化」していって、

手応えがある形で課題を解決する立場にあるという実感がな

い。逆にいうと市民活動は当事者の立場になっていくプロセス

だし、ソーシャルイノベーションの意味も、そういうことだろ

うと思っています。

半谷　早瀬さんの話に乗りたいのですが、東京の公立中学の校長

先生として面白い教育をなさって今、横浜の私立中高一貫校の

校長になっている方が「学校もサービス産業になってしまった。

子どもたちが『この先生は教え方がうまい先生、この先生は教

え方がまずい先生』と完全に勉強が受け身になった」と心配さ

れています。世界の 18 歳意識調査を見ると「日本の 18 歳は社

会的なことに全く関心がない」と歴然なんです。「主体性」と

いうのが、いかに大切か。私はその校長先生の発言を聞くまで

は「教え方がうまい先生の方が、いい」と思っていたけれど、

そういう授業だけを受けた子は「主体性」が乏しくなるという

憂慮される事態になっているのです。ここに参加している学生

の皆さん、　「教え方が上手くない先生の方が、君たちのために

なっている」という説ですよ。「自分から勉強しよう」。
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服部　そうですよ。うちの研究室はまさにそうですね。どうで

しょうか。「個」にフォーカスを当てていった時、どういうふ

うに「主体性」をもっていくか、これは長年の教育の課題かも

しれません。「遊びを中心とした教育の方がいいだろう」と私

自身も考えていて、私は実行していますが、そうすると評価軸

がない。でも勇気をもってやることが、今の現実から必要なこ

とかもしれませんね。「一人一人」よりは「集団」でやった方

が、「チーム」でやった方がいいのではないかと感じますが。

 　市民活動について早瀬さんから問題提起をしていただきまし

た。石田先生の三角形のアニミズム社会とあわせて振り返って

みれば、今、「個」が遊離してしまっているではないかという

話があって、それをどうにかしていくことが、これからの「あ

るべき社会」になるのではないかとおっしゃったこと、「個」

が、それぞれの中間である「コミュニティ」につながるように

なれば、「個」だけでがんばらなくてもいい、ということでは

ないかと思います。私自身は真ん中の「コミュニティ」に

フォーカスをおきながら、それは市民活動のコミュニティでも

あるのではないかと理解しています。

早瀬　市民活動を進めることの大切なことの一つは、さまざまな

世界に当事者の方がいらっしゃるわけです。障害者であれ、シ

ングルマザーの方であれ。その前の「課題当事者」の反対語は

「第三者」なんですよ。「彼ら、彼女ら、あの人ら」と見なして

いる人。人々の窮状を伝えるニュースを見て、「あの人たち、

かわいそうやな、大変やな」と思うんですが、そのニュースは
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一時的に消費していくだけで次に移っていく。

 　しかし市民活動という形で現実と格闘すると「当事者」に

なっていく。「そうである当事者」に対して、「当事者になる」

人がいて、市民活動は活動を通して「当事者」になっていく。

「人ごと」じゃなくて、「自分ごと」になっていくのですよ。失

敗して怒られる中で、「自分ごと」になるチャンスを作ってい

くことがないと、消費者的な暮らし方が続いてしまう。このま

まではファシズムの世界になってくるのではと思うくらいで

す。民主主義は互いの要求をぶつけあって、すりあわせながら

状況を改善していく社会です。自分たちが社会のさまざまな課

題の「当事者」である意識をもちながら、しかし協力して生き

ていくという作業が市民活動の中にあると思っています。

服部　「グリーン社会」を描いていくにあたって「市民活動」の

位置づけですが。大枠では国内外の政府が「2050 年、カーボン

ニュートラル」と宣言しているわけですね。その中で私たちに

できることがあるのか、市民活動の過去の経験から、ありうる

のか、これから全く新しいものをつくっていくのか、何かヒン

トがあるのでしょうか？

早瀬　石田先生がいわれた「大きな社会のビジョン」のありよう

を共有できないと、「フォーキャスティング」的になるんです。

目の前にある課題があり、あちこちにいって結果的に何をした

らいいかわからない。「大きな社会のビジョンを共有すべきだ」

と思いながら伺っていました。

半谷　愚問かもしれませんが、「これから買うなら電気自動車に
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乗りましょう。電気自動車のカーシェアをしましょう」という

市民活動はあり得ますかね。

服部　レンタカーでもいいし、カーシェアリングでもいいし、水

素ではなく、電気自動車ですね。会場の皆さんに伺いましょう。

次世代で「車を買う」という人は、どれくらいいますか？　従

来型の車ではなくて。あまり手が上がらないですね。少数派で

すね。

半谷　従来型のガソリン車は、ヨーロッパだと、もう売らなくな

りますよね。

服部　必然的に買えなくなるということですね。

半谷　車に乗らない人も多くなっていますね。最近、国内外の自

動車メーカーがすべて電気自動車に変えると大宣言している。

「脱炭素社会に向かう」ということだけど、マーケティング的

な意図もあるでしょう。であれば、市民側も徹底的に乗って、

日本の自動車メーカー、世界の自動車メーカーに「何としても

脱炭素の車にベクトルを変えさせる」という市民運動もあるの

ではないかと思ったりします。企業に迎合するのではなく、「企

業がいいことをやり始めたらしいから、後戻りさせない」とい

う企業の引っ張り方、さっき早瀬さんがいわれた「受け身の消

費者」ではなくて、価値をつくる「主権者的な消費者」として

の市民運動のあり方です。

早瀬　ボイコット、「不買運動」がありますが、今、「バイコット」

という言葉がある。わざわざ買う。「多少高いけど、倫理的に

いいとか、環境にいい」という、わざわざ「買おう」という
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「購買運動」です。これは、消費者から主体になっていくとい

うことですけど。

―　質問を代読します。「バックキャスト・アプローチ」への

質問。「社会問題をしっかりととらえる際に、バックキャスト・

アプローチが必要という話がありましたが、誰でもすぐにでき

るのか、専門的な助言が必要なのかを伺いたいです」。

石田　できる人は、できます。おそらく何も経験がなくて、でも

50 歳、60 歳になると、思考の方式というのが決まってしまう

のでほぼ無理でしょうね。バックキャスト・アプローチは脳の

「報酬系」の回路を一回、止めるんですね。報酬系の回路を遮

断してしか思考できないので、トレーニングがある程度必要で

す。「バックキャスト・アプローチ」は「未来のありたい姿の

ことを考える」とか、できの悪いコンサルタントがいっていま

すが、それは大きな間違いです。何が制約なのかを明らかにし

て、その制約を肯定して解を出すのが「バックキャスト・アプ

ローチ」で制約を排除するのが「フォーキャスト・アプローチ」

です。制約を受け止める、「バックキャスト・アプローチ」の

思考回路ができるようになると、恋の悩みとか簡単に解けてし

まう、本当に面白いですよ。僕はフォーキャストとバックキャ

ストを同時に考えることが出来るようになりました。両方の答

えが頭に浮かぶので、その時に応じて必要なものを使えばいい。

トレーニングは「石田秀輝・バックキャスト」とインターネッ

トで検索すれば、唯一、日本で正しいバックキャスト・アプ

ローチの本が出てきます。買ってください（笑）。
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半谷　「あすびと福島」が企画して運営している社会人研修の中

でも、今の質問と答えに関係する場面がたくさん出てきます。

「自分起点」で社会のあり方を考えて欲しいのですが、今まで

「会社起点」でしか考えたことのない人にとっては、すごい負

担ですよ。社会がどうありたいかについて、会社の立場性の中

で思い浮かばない方が、残念だけど多い。「自分起点」を膨ら

ませて自分の家族、親友、職場の仲間など、大切な人にとって

の「ありたい姿」を思ってみませんかと勧めています。そうす

ると「会社起点」のものの見方が薄まっていって、一人の社会

人として「ありたい姿」に向きあえると思っていますが、これ

はどうですか？

石田　それは、どちらも「フォーキャスト」なんですけど、「自

分起点」の方がより親身に家族とかを考えますね、ですから出

てきた解に対して「10 年後エネルギーがこれだけしか使えませ

ん、資源はこれだけしか使えない」という条件を与えた時に

「それが成立しますか？」みたいな、質問をして、現在と 10 年

後を往ったり来たりすると「バックキャスト・アプローチ」に

近づいてくる。「バックキャスト・アプローチ」は最初から制

約を与えていくわけですが、それが難しければ、「それはあな

たにとって理想だけど、10 年先、できませんよね」ということ

で、往ったり来たり　するのが、やり方としてはいいかもしれ

ないですね。

服部　「みなさん、やってみましょう」ということで。もう一つ

質問をいただいています。
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―　「これからの社会において新たな形での自然、共同体への

回帰が必要であり、現状との差分では制約、不便が になると

伺いました。技術の活用によって自然を採り入れることが可能

になると思いますが、共同体と共存する社会はいかにして、つ

くっていくことができるのでしょうか？」。

石田　従来イメージの「共同体ありき」という概念はちょっと捨

てた方がいいかもしれません、昔からのコミュニティ、共同体

は地に根ざした共同体なのである意味、生きていくための共同

体です。そこから外れると自分は死ぬかもしれないという、そ

ういう概念の共同体が根深く残っている。それはそれで否定し

ません。でも今はモノが溢れていて死なないんですよ。でも一

人では寂しい。新しい概念の共同体はきっと目的が違ってくる

のではないでしょうか。言い換えると自分のライフスタイルが

明確になればなるほど、ベースとしてつながる新しい形の共同

体が見えてくるでしょうし、それこそが個のデザインを支える

プラットフォームになるのかもしれません。逆に自分のスタイ

ルが、あやふやであれば、「この指止まれ」の共同体、お仲間

グループでしかないだろうと。自分のライフスタイルが明確に

なればなるほど、コミュニティとつながることができるのだと

思います。

服部　いろいろとご質問をいただきました。ありがとうございま

す。複数の論点が出たかと思います。人財育成、あこがれの連

鎖、バックキャスト・アプローチ、2030 年の社会像、ローカル

の価値、市民活動と当事者。「グリーン社会とソーシャル・イ
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ノベーション」のテーマは、これからもまだ続きます。市民を

中心に社会全体で議論していく話だと思っているからです。冒

頭、半谷さんは「最初の一歩は見えていた」というお話があり

ました。登壇者のみなさんに「次の一歩は何ですか？」と、お

話いただいて終わりたいと思います。

早瀬　よくセクター論で「行政セクター」「企業セクター」「市民

セクター」という表現がありますが、この呼称は問題で、「行

政セクター」「企業セクター」に対する、もう一つのセクター

は「市民セクター」ではなく、「NPO/NGOセクター」なんで

す。市民は全部のセクターにかかわっているからです。企業の

今のあり方は、かなりの部分、労働者や経営者、消費者という

市民がつくっている。行政だって有権者である我々が選んでい

る。だから私たちのあり方が問われています。

 　しかも、私たちの少しの行動変化で状況を変えられる。車の

渋滞をどうしたら減らせるかという話で、赤信号から青信号に

なって 20 台まで通る信号に 21 台目が来るから渋滞が起こる。

1台増えるだけで。我々の暮らし方が、少し変わるだけで状況

は変わる。そういう存在としての「私」の暮らし方に注目しな

がら「グリーン社会」を考えていきたいなと思います。

半谷　学生の「内省」の場でも社会人の研修の場でも、「ありた

い社会」という問いは出し続けているんです。その答えは一つ

ではないことは確かなので、みなさんに、いい意味でお任せし

てきたんですね。今日、この場で、「ありたい社会」を福島の

学生たちといっしょに、どこか有志の企業のみなさんといっ
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しょにつくってみたいという気持ちになりました。あるグルー

プとして、「ありたい社会とは何か」ということを言語化する

作業を、そういうプロセスをやってみたいと思い始めました。

それが次の一歩の一つかなと思います。

石田　今日は熱い御両人に挟まれて私も熱くなりました。社会で

実際にもがいて成果を出している方からの言葉の一つひとつが

重くて、僕にとっても、いい学びになりました。僕は「子や孫

が大人になった時にも笑顔溢れる美しい社会をつくりたい」と

いう思いで、それをライフワークにしています。そのために

「理論武装」と「社会実装」を繰り返していますが、今日、い

ただいたいろんな学びを、是非生かして、とにかく早く、新し

い形を具体的に多くの方たちに見ていただきたいと思っていま

す。どうもありがとうございました。

服部　ありがとうございました。今日は、ありたい社会、持続可

能な社会、グリーン社会と言葉は違っても同じ方向を見ていて

「こういうふうにしたい」と熱い思いをもっている方たちに集

まっていただき、お話が盛り上がったように思います。アニミ

ズム社会は参考になるけど、昔に戻るわけではない。カッコよ

くて、おしゃれで、そんな新しいライフスタイルと仲間たちに

出会うことができれば、もしかしたら次の一歩は難しくなく歩

めるのではないかと思います。

 　総合政策科学研究科の中に「ソーシャル・イノベーション

コース」があります。その中で日々、社会の課題を話し合って

「自分はどうすればいいか」、次の一歩を考えて歩んでいる院生
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たちといっしょに学び、話しあっています。本日の場も、この

会場を出ても熱い思いをつなげていきたいと思います。またみ

なさんとお目にかかりたいと思います。そういう人たちが増え

て、この会場がいっぱいになるといいですね。今日は若い方も

来ていただきました。どのように感じたでしょうか。みなさん

ですよ、これからの社会を創っていくのは。一緒にやりましょ

う。では今日はお開きとさせていただきます。ありがとうござ

いました。改めて 3人のスピーカーの皆さん、ありがとうござ

いました。
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