
年間報告書
2019/09 ~ 2020/08



「私たちには希望がある。」
新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの予定が変
更せざるを得なくなり、皆さんの普段の生活も変わるこ
とを余儀なくされた、余儀なくされ続けている、そんな
半年だったと思います。
「アフターコロナ」はなかなか訪れず、「ウィズコロナ」
の世界観でどう生きていくかを考えさせられます。
ある臨床心理士の方の言葉です。「新型コロナウイルス
により私たちは、『あいまいな喪失』をしている」と。
私たちは何かよくわからないけども、普段当たり前にで
きていたことができなくなり、確実に何かを失って行っ
ています。また先行きの見えない未来に心がすり減る毎
日でもあります。
それでもあえて言わせてください。
「私たちには希望がある」と。

2011年3月11日、東日本大震災が発生しました。「助け
を求めている人がいる！何かできることをしよう！」そ
う思い、3月13日にSETを設立して活動を開始しました。
そして4月6日、陸前高田市広田町と出会いました。あ
れから9年、活動を続けてきました。何からすればいい
かわからなかったのですが、私たちにできるのは外部の
若者を連れていくことでした。町の方々のお手伝いをさ
せていただき、交流する中で両者にとって価値があるこ
とがわかりました。そして奇跡的に、町の活性化にまで
つながっていくことを発見しました。私たちは「交流を
通したまちづくり」を進めてきました。目に見える成果
の出づらい活動、なかなか賛同を得づらい活動でしたが、
活動を続ける中で、全国的な賞をいただけるようになり
ました。私たちも少しずつ自信を持って自分たちの活動
を語れるようになっていきました。

そんな中で発生した、新型コロナウイルス感染症。都会
の若者と地方のご年配の方との交流事業を主軸にしてい
るSETでは、そのほとんどを中止せざるを得ませんでし
た。主要事業でしたので、一気に倒産の危機が訪れまし
た。そんな中、クラウドファンディングで助けを呼びか
けたところ、本当に多くの方々に手を差し伸べていただ
きました。私たちは多くの支えのおかげで、歩みを続け
られるようになりました。

私たちは立ち止まって考えることにしました。
「私たちがこれから本質的に行うべきことはなんなのか」
と。
確かに交流を通して多くの笑顔を生み出してきました。
町で新しい取り組みもたくさん行われてきました。
でも「交流だけ」で広田町はこれからも「残り続ける町
になるのだろうか？」と。
答えは否です。広田町が残り続けるためには他にも様々
な課題があります。そしてその課題は多く、一つずつが
根深いです。私たちは本当にそこに今後立ち向かってい
くのか、怖さと不安とがありました。
日本の広田町規模の田舎町の持続可能な形はまだどこに
も答えのないテーマだと言われています。

それでも私たちはこの課題に取り組むことに決めまし
た。

「人は変われる。人から町はできている。
一人一人が行動すれば、何かが変わる。」

私たちはこれを体験してきました。人が変わる事で町が
少しずつ変わって行く姿を見てきました。そしてそうい
う姿を作り出してきました。そして見えてきた「人が減
るからこそ豊かになる」という未来があります。
そして私たちには本当に多くの仲間が今はいます。
「社会をより良い方向に導く」その確かな力を私たちは
得つつあります。
しかしまだまだその希望は小さな希望です。ぜひより多
くの皆さんと手を携えながら、活動を前に進めていきた
いと思っています。

今年度は怒涛の年でした、来年度もそうなるでしょう、
それでも言わせてください。
「私たちには希望がある」と。

三井俊介

私たちには希望がある。

特定非営利活動法人SET理事長
特定非営利活動法人高田暮舎理事
東北文化学園大学/宮城大学　講師
元陸前高田市議会議員(2015年9月～2019年9月）

2011年4月6日、陸前高田市への初めての現地入りの時、広田
町と出会う。大切にしている価値観は「できるかできないかじゃ
なく、やるかやらないか」
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日頃よりあたたかい応援をありがとうございま
す。皆様への感謝の気持ちと、一部ではありま
すがSETメンバーからの声をお届けしたく、寄
せ書きを作成いたしました。ご覧いただければ
幸いです。



支えていただきありがとうございます。皆
様のおかげで、自分含め学生の成長できる
場が整い、SETとしてさらに成長できてい
ると思っております。



事業の成り立ち、昨年度の活動、
新型コロナウイルスが流行して……
SETがこれまでどう歩んできたのかを振り返りました。



2011年3月11日。東日本大震災の2日後に産声をあげたSET。2020年で設立より9年となりますが、SETを通してたくさ
んの出会いが生まれています。都内の学生、地元の中高生、地域の方々、応援して下さる賛助会員の皆様…素敵な出会いに
感謝の気持ちでいっぱいです。今では主要事業と呼ばれるプロジェクトもたくさんあります。そもそもSETは、SETを支え
ている各事業はどのような背景で生まれたのでしょうか。立ち上げ時の想い、SETのこれまでの歩みを振り返ってみました。
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2019

2020

SET立ち上げ

ChangeMakerProgram
立ち上げ（通称CMP）

中高生向けキャリア
教育事業部 立ち上げ
（旧 高田と僕らの未来開拓
プロジェクト / 通称たかぷろ）

民泊立ち上げ

カフェ彩葉立ち上げ

改めて、SETの歩みを振り返る

2011年3月11日、東日本大震災が発生。「大学生は募金・献血・
節電だけしかできない。それ以外は専門家に任せとけ。」そ
ういう風潮が当時ありましたが、「大学生にももっとできる
ことがある！自分たちにできることを精一杯やろう。」とそ
の思いで復興支援団体SETを設立しました。

#集合は3/12 　#夜通し会議　#全員大学生

地域の問題に対して問題を解決する主体者の存在が少ない
ということに問題意識を感じ、問題解決を行う人を増やす
ために実施しました。広田町全地区ごとの開催をするよう
になり、現在までSETの主要事業として成長してきました。

#1週間で課題解決 　#町民と一緒に　#岡田は当時休学生

広田町で出会う中高生の進路の選択肢の少なさ、将来を諦
めた様子に違和感を抱きワークショップを実施。参加して
くれた中学生全員が共通して話してくれたのは「誰かのた
めに何かしたい」という想い。町と自分の未来を広げられ
る場所と仲間を作るため中高生と大学生で立ち上げました。

#SET学生部　#広田中学校バスケ部の生徒

町の方の「民泊をしてみたい」という声から始まりました。
地元の方の家に泊まり、地域の本当の生活を知ってもらう
ことで「広田の良さを体感してもらいたい！」「修学旅行な
ら一生の思い出になるだろう」と思いました。様々な団体
と連携を結び、受入を開始することができました。

#修学旅行誘致　#都会の中高生に

多くの若者が訪れるようになりましたが、地域の持続可能
性が高まっていないことに問題意識を感じていました。自
ら考え行動し社会の持続可能性を高める人材を育成するこ
とと同時に、地域の持続可能性を高めることを目指し広田
町の人口1%に当たる30名の受入を目指し立ち上げました。

#田園回帰1%戦略 　#デンマーク連携　#日本型フォルケ

移住後に参加したCMCにて生き方や暮らし方を模索する
中で、「大切なひとたちが集まれるみんなの居場所をつくり
たい」という想いを再確認。「広田をもっと好きになれるみ
んなの居場所」としてオープンしました。

#居場所づくりが夢 　#一緒に創り育てていける場所

ChangeMakers’College
立ち上げ（通称CMC）

コミュニティマネジメント部
立ち上げ

COVID-19感染流行

東日本大震災発生

SET立ち上げ
2011/03/12

CMP立ち上げ
2012/11

たかぷろ立ち上げ
2014/04

民泊立ち上げ
2014/11

CMC立ち上げ
2017/10

彩葉立ち上げ
2018/06



広田町にて学生向けCMPを実施し
ている最中に、プログラムが中止に
なると聞きました。半年間仲間と一
緒に頑張ってきたので、中止という
事実をなかなか受け入れられません
でした。中止の理由を理解しつつも
悔しい思いでいっぱいでした。

学生向けCMPのサポーターとして
スタッフの活動を見守っていたの
で、プログラムが中止になり参加者
とスタッフの混乱や喪失感を思うと
やりきれませんでした。 その一方
で、万が一のリスクを思うと、 理事
長・事業部メンバーが中止という大
きな決断をしてくれてほっと安心し
ました。

コロナ初動対応
2020年2月。主要の交流事業本番を迎える中、私達は活動の原点に立ち
返り、広田町の方の命を最優先で、中止の決断を下しました。当時、広
田町にいた彼らの想いを聞いてみました。

学生向けCMPの春のプログラムを
来週に控えていました。町の方から
は学生訪問のお断りが入り始め、広
田町での感染に対する緊張感が高
まっていました。しかし一方で、私
たちの活動を楽しみにしてくださる
方もいたので、私たちにできる対策
を徹底し精一杯プログラムをやりき
ろうと決心しました。

升川 桃
現地メンバー

水口拓未
学生向けCMPプログラムリーダー

海瀬麻由
学生向けCMPスタッフ

詳しくはSyncableキャンペーンページをご覧ください。
https://syncable.biz/campaign/907/reports/536#



議員として定例議会が続いたのです
が、2月時点ではどうしても行政の
対応、危機感は遅く、必死の緊急事
態対応をするSETの現地メンバー
と自らが置かれている立場に戸惑っ
たことを覚えています。
事業を継続できていることは本当に
奇跡の連続なのだと感じました。

広田町から実家に戻り、それまで一
緒だったスタッフメンバーとも解散
した上に広田も遠く感じ、不安な気
持ちで迎えたSET総会。
涙ながらに話してくれる現地メン
バーの想いや、次の新しいゴールが
明確になったことで、自分の気持ち
が前に進み、SETにいることの誇り
を感じた日でした。

学生向けCMPを運営していました。
半年間準備をしてくれた学生に中止
を伝える瞬間は、今思い出しても苦
しい時間でした。先の見えない不安
感と、でもやはり町のために、目の
前のためにやるのだと思えたことは
今もめまぐるしく動く時代の中で自
分の中で軸となっている価値観で
す。

木村 聡
陸前高田市議会議員/現地メンバー

宮内 航
現地メンバー

第1目標を達成できた驚きや嬉しさ
と同時に、まだ立ち止まれないヒリ
ヒリ感を東京メンバーとの緊急総会
で共有しました。駆け出しのデザイ
ナーである自分がこの広田に居てで
きることは何かを考え、「この状況
を発信するものを作ろう」とグラ
フィックの制作に取り掛かり始め
た、火の灯った日でした。

小林敬志
学生向けCMPプログラムリーダー

山本 響
学生向けCMPスタッフ



7月に見出したSETの2つの方向性

変わること / 変わらないこと

新型コロナウイルス感染症により、SETの今までの基盤が崩壊
し、何かを変えざるを得ないことを突きつけられました。それは、
「外部の若者と地元住民の交流を活動の基軸にし続けること」で
す。不安定な社会情勢、感染状況が正確に把握できない中で、
安心して交流を行うことはできません。一方で、それでもSET
がこれまで大切にしてきた以下2点については、これからも変わ
らず大切にし続けようと決めました。1つ目は、「一人一人の『や
りたい』から組織を創っていく」ことです。SETのミッション
は「一人一人の『やりたい』を『できた』に変えることで日本
の未来に『Good』な『Change』が起こっている社会をつくる」
ことです。新型コロナウイルスが発生し、初動の動きが大切な
中で、メンバーに組織として考えたことを強要してしまうこと
なども多くありました。しかし、それではSETの可能性は縮小

されてしまうということをメンバーから教えてもらいました。
私たちはあくまでも一人一人の強い「やりたい！」という意志
の集合体です。ここを忘れずにこれからも大変な危機が訪れた
としても、乗り越えていきたいと感じました。2つ目は、「まち
づくり×ひとづくり」を行っていくことです。交流を絶たれた
私たちは、今までの事業を継続することが困難となりました。
そしてどちらかに絞ることもできたのかもしれません。ただ、
SETの創業からの想いは、「被災地の力になりたい」ということ
と、そして「今の若者（同年代）が抱えるモヤモヤを解消して
いきたい！」という2点です。これを同時に実現していくことが
SETなのだと改めて認識をしました。

新型コロナウイルスで様々な社会変化がありました。そんな中、
SETで一番強く感じていることは、「多くの方が『暮らし方』の
本質に目を向けるようになった」ということです。特に都会に
住んでいる皆さんは、家に滞在せざるを得ない、買い物に行く
のも不自由、遊びにも行けないなど、限られた範囲で生活せざ
るを得なくなったと思います。日本では「働き方改革」と言わ
れてきましたが、本当は「暮らし方」にもっと目を向けるべきだっ
たのではないでしょうか。
一方、広田町で暮らしている私たちは、ほぼ、普段と変わらな
い生活を送ることができました（もちろん基本的な感染対策は
していました）。それには、田舎町ですので、会う人をコントロー
ルできることが大きな要因としてありました。「withコロナ時代」
と言われますが、これからも感染症は発生します。うまく感染

症をコントロールしながら普段の生活を営む術を開発していく
ことが大切だと感じました。
上記のことからSETでは、いわゆる日本の都会暮らし、いわゆ
る日本の田舎暮らし、とは違う、新たな本質的に豊かな暮らし
方を創り出していくことを方針としました。今まで移住してい
ても、この町で暮らす豊かさを最大化させるところまで中々考
えきれませんでしたし、行動が及びませんでした。私たちはこ
の町で、本当の意味で自然と共にいき、自由に好きな仕事を行え、
自分たちで食べるものを自分たちで作り、助け合って生きる。「他
人と共に自由に生きるという世界観」を作っていきたいと思っ
ています。



SETが所有しているハード面＆ソフト面を活かした、広田での
理想の暮らしを再構築していきます。

広田では現地メンバー向けに「ぴいろた組合」という地産地消
の配達サービスを実施しています。来年以降は町の方にも活用
いただけるよう制度を整えております。また、東京メンバーと
一緒に、広田町の理想のライフスタイルマップを作成していま
す。

町内における一次産業とライフスタイルを結びつけることで生
まれる「豊かさ」とは何かを考え、深める活動をしています。

地域のものを食べながら一次産業に関して議論するイベント
「ファームナイト」の開催を月に1回、SETメンバー向けに行っ
ています。10月以降は地域の一次産業関係者まで対象を拡大す
る予定です。その他に都市圏に住んでいる人向けに「東京ファー
ムナイト」の開催、またSET事務所付近の畑の整備を行ってい
ます。

現地メンバーと町の方の意見交換の場を設け、事業部と町の方
のやりとりのマネジメントを行っています。

四半期ごとの「広田づくり会議」が主な活動です。「持続可能性」
といったテーマを、町の方も含めて対話するため、会議までに
町の方とのコミュニケーションを丁寧に行っています。また、
交流事業が止まっている現在において町の方の交流機会が以前
と比べ減っているので、対策も検討、実施中です。

理論的な知識や他地域での事例を学ぶ場を作ることで、幅広い
視点を持ったまちづくりを推進します。

広田に住むSETメンバーが2週間に1回、担当を持って行う「学
び舎」の企画運営と、全3回を予定している広田町民の方々と学
び合う「勉強会」の企画運営を行っています。各事業部メンバー
が実践的な気づきとそれに紐付く理論をシェアしたり、参加メ
ンバーと対話したりします。

新型コロナウイルスの拡大を経て、今の状況や未来に必要なことについて現地で事業に従事するメンバー全員でとことん話
し合うという選択をしました。その中で、見出した一つの方向性は「暮らし方（ライフスタイル）」でした。しかし、私た
ちはまだまだこの領域において探求が足りないと考え、4つの領域でチームを作り本質的なものを「探求」し深めていくチャ
レンジをスタートさせました。

暮らしの環境整備チーム 一次産業チーム

勉強会チーム市民交流チーム

４つのチームの編成

そして、私たちは3ヶ月間、各チームで探求を続けた結果さらに注力するべきところを明確にすることができました。「持続
可能性を高める動き」を着実に進めて行こうという判断のもと、以下のチームに再編成されました。

【旧】
暮らしの環境整備チーム/一次産業チーム/市民交流チーム/勉強会チーム
【新】
一次産業チーム/勉強会＆市民交流チーム/ぴいろた組合チーム

町の方と共に “広田での持続可能性” を考える機会を定期的につくり、実際に “持続可能な暮らし” を体感できる機会を提
供することで探求しながら、これからのライフスタイルをつくっていきます。



事業部ごとの方針

オンライン化&他地域との協働

新生活様式に対応 一時中止

オンライン上でも大学生同士のつながりを作り、広田町
に対して遠隔でアクションをする方向性になりました。
9月末に半期の活動を終え、今後もオンラインでのつな
がりや遠隔アクションを続けていこうと考えています。
また、昨年7月より岩手町から業務委託を受け実施して
いる若手行政職員向けChange Maker Program研修は、
今年も引き続き対面で実施しました。

Change Maker Program事業部

以前は大学生が広田町に訪問し、毎月中高生が生きたい
生き方を体現するためのワークショップや会議を中高生
と実施していましたが、新型コロナウイルス流行後、全
てオンラインにて実施。2020年4月からは岩手町から事
業委託を受け気仙管内と同様にオンラインツールを使い
こなし、中高生のプロジェクトに大学生が伴走していま
す。

中高生向けキャリア教育事業部

4月地点で11名の受講生が決定していました。直前まで
実施するかどうかを考えた結果、十分に対策し実施する
方針で事業を進めました。対策のため開校2週間前に町
内のシェアハウスに入居し、自室での自粛期間を経て最
初の1週間はオンラインという形で実施しました。8月
11日に無事に全員卒業することができました。今後も感
染対策を行い運営を進めていきます。

Change Makers’ College事業部

コロナ後、今年の受け入れ中止を決定。
再開のために地域内の整備や学校に向けた営業活動を実
施しています。

民泊事業部

地元の方が集まる場所であるため、緊急事態宣言発令期
間は営業を中止。現在は、大人数のイベント開催は新型
コロナウイルスの感染状況を見ながら準備中です。

カフェ彩葉

「withコロナ時代」の中で安心して交流が行えるように、CMP事業と中高生向けキャリア教育事業につい
ては、行政との協業を模索中。



新規立ち上げ

2020年5月に新設された部署となります。全交流事業の中止を決断してから１週間後の2020年3月、SET倒産の危機を乗り越える
ためにクラウドファンディングを実施し、有り難いことに348名もの方々が応援してくださりました。その方々を賛助会員として
SETにお迎えし、正会員204名と合わせて、現在552名でSETのコミュニティは成り立っています。一人ひとりの「やりたい」を
「できた」に変え、SETらしい社会づくりをより進めていけるよう、関わり方のグラデーションを大切にしながら運営しています。

コミュニティマネジメント部

SETはコロナ禍での緊急ファンドレイズを経て、552名の会員の方々に支えられて新しい船出となりました。これを機に、
2011年の学生団体発足からこれまでの10年間の成果や知見を振り返り、これまで以上に社会的インパクトを創出できる組
織基盤づくりに向けて、バックオフィス部門を立ち上げました。広報・総務・会計・ファンドレイズの4つを主軸に、事業
を越えた連携の強化や管理体制の構築に取り組んでいます。今後は、認定NPO法人格の取得と複数の事業やプロジェクト
を展開するSETらしい組織づくりを目指し、「やりたい」を「できた」に変える挑戦の土台を強固なものにしていきます。

バックオフィス



『この場所から』YouTubeリンク
https://www.youtube.com/watch?v=AQu9waS-fyw

今年のハイライト
この1年、各事業部さまざまな活動を行ってきました。そんなSETの
数多くあるエピソードの中から、約200人のSETメンバーより選ばれ
た、今年度だからこその活動エピソードをご紹介！

20人のスタッフによ
る学生向けCMPの
ネットワークプログ
ラムがオンラインで
キックオフ！初オン
ラインの実施でした
が、2回の実施で計
70人の学生が参加！

Change Maker Program事業部

コロナ禍学生向けCMP、キックオフ！

地元の中高生、大人
の方、大学生合わせ
て100人のサンタが
広田町全1,000世帯
にプレゼントを届け
ました！

中高生向けキャリア教育事業部

毎年恒例！たかぷろ100人サンタ！！

2020年4月から開校
し、8月に11名の受
講生が卒業しました。
深く自分と向き合い、
社会と繋がる17週間
となりました。

Change Makers’ College事業部

第4期生が入学！卒業しました！

賛助会員の皆様に、
感謝と今後のSETの
方針をご報告。
交流会では賛助会員
の方同士の繋がりが
生まれ心温まる時間
となりました！

コミュニティマネジメント部

賛助会員の皆様向け活動報告会＆交流会開催！

SET以外の仕事を持
つ社会人メンバーで
企画実行。
SET社会人だからこ
その価値を最大限に
活かす体制を築き上
げました！

コミュニティマネジメント部
正会員社会人向けの新しいSETとの関わり方を
構築しました！

2019年度、述べ
4,000名以上を受け
入れるという東北地
区最大規模への挑戦。
無事に受け入れ家庭
さん達と一致団結で
乗り越えられまし
た！

高田暮らし推進事業部

民泊修学旅行秋の受け入れ完了！

SET発のアーティスト集団「浜音」、
ミュージックビデオ『この場所から』
リリース！

幼児教育プロジェクト
「広田っこ遊び」にて森の遊び場づく
りと自然遊びを実施！

地元高校生7名を
「たかぷろ・オンライン町の出発式」で
送り出しました！

そのほかにも……



CMPの魅力、関わり続けている理由は？
森田：まず、僕は感情豊かに生きることを大事にしたいと最近
思っています。大学では授業や課題をこなす毎日、社会人も成
果を重んじるあまり、その人らしく生きられていない人も多い
のではと強く感じています。学生向けCMPは1週間の課題解決
プログラムです。CMPでは、成果を出すことも自分の感情もど
ちらも大切にするところがありますね。心が動くことで生きて
いる心地がするし、自分らしい生き方が可能になるプログラム
だなと思っています。僕は広田で、人の熱意や努力の価値をす
ごく感じました。学生向けCMPでは、学生たちも町の大人たち
も心震える、感動する経験を作ることが出来ると思っているし、
その姿を見た地元の子どもたちに何か伝わるものがあったらい
いなとも思います。挑戦して成長できる場に自分も関わり続け
たいという気持ちが大きいですね。

今後の注目ポイントは？　　　　　　
森田：今取り組んでいる、オンラインでの大学生同士のつなが
り作り（以下、ネットワーク）は人づくりの最先端だと思って
います。今まで行ってきた、地方や社会の担い手を増やしてい
く活動を、今回はネットワークというやり方で充実させていき

たいです。新しいスタッフが入ってきてくれることも楽しみで、
しっかりと社会に通用するCMPでありたいと思っています。近
い価値観で集まっている僕たちだからこそ、今の社会と交じり
合えるか不安を感じることもあるけど、どちらも否定せずに、
社会のどんなところでも自分の出したい価値を出せる人材が
育ったらいいなと思いますね。
石渡：広田としては、今まで大切にしてきた “一人ひとりを大
切にする” ことをベースにしながら、未来に残る町になるため
に若者と町の人が何をするのかを考えていきたいです。今まで
は町のプレイヤーを増やそうとしていた部分が多かったですが、
その上でどういう町にしていくのかを描いていくことがすごく
楽しみです。岩手県内で学生向けCMPの活動拠点を増やしてい
くことにも力を入れています。行政の営業に行かせてもらうこ
とも多いですが、それぞれの町の特徴や課題を知る中で、人と
のつながりって大切だなと改めて思っています。そして、そう
いう地域に大学生が行くことの意味も大きくあると思います。
自分の人生の気づきを得たり、若者と関わることで元気になり、
より良い人生を生きたいと思う人を増やしていきたい。広田は
よりコアに、他地域でもCMPを広げていきたいですね。

Change Maker Program事業部の声

石渡博之
Change Maker Program事業部
部長

森田 諒
立教大学社会学部
CMPスタッフ

若手行政職員向けChange Maker Program研修を昨年に引き続き実施出来ました！（2019/07）



オンライン出発式で大切にしたことは？
田中：コロナの影響でオンラインになる前から出発式（進学を
機に地元を離れる中高生が感謝の気持ちを町の方に伝える会）
の発表では “生の言葉” と “お互いの人生をリスペクトし合う”
ことを大切にしていました。それぞれの中高生に、一人の大学
生の担当が決まっていたのですが、複数の大学生と中高生が話
し、自分の本当の気持ち（生の言葉）を言語化する機会を増や
す工夫を行いました。プロジェクトメンバー内でも毎日情報共
有をしていましたね。やはり、中高生がどれだけ発表に自分の
想いを込められているかは大切にしていたなと思っています。
上田：私が今回驚いたのは、予想以上に大学生と中高生の関係
性が出来ていたところですね。コロナ前の約10カ月間は、一緒
に活動や対話をしてきた中高生と大学生ですが、2、3月は会え
ず準備も一緒に出来ない難しい状況でした。だけど、出発式を
開催してみたら想像を超えた感動する場になりましたね。オン
ラインだけど大学生も泣きながら担当中高生を紹介したり、中
高生もその想いに応え、本気で一生懸命発表していたり…その
熱感がオンラインでも伝わってきました。今までの卒業生や
OBOGも来てくれたんです。チャットでも応援メッセージの書

き込みが続いていました。オンラインなんて関係なく開催出来
るんだな、この子達だったから出来たのだという驚きと、今回
の担当大学生たちをすごく尊敬した出来事でした。
田中：あと、私がすごく嬉しかったのは、担当していた中高生
の子に「達成感があって、発表して良かった！」と言われたこ
とですね。関わる中で本当に向き合いきれているのか不安にな
る時もありましたが、終わった後にこの言葉を聞いて、「頑張っ
て良かった…」と、とても嬉しく印象に残っていることです。

今後の注目ポイントは？
上田：まさに議論の真っ最中ですが、たかぷろを「まちぷろ」
に変えていく動きがあり、目玉はそこですね。
「まちぷろ」は他地域展開のことです。岩手町はじめ陸前高田で
はもう6、7年続けてきているたかぷろの活動の中で、現状まで
で出来てきたことを他地域にも持っていくことがそろそろ出来
るかもしれないと考えています。そこに向けて改めてたかぷろ
内の大学生のコミュニティの活性化など…地元の中高生向けの
キャリア教育活動をもっと多くの地域で実施出来るように、体
制を立て直すところに力を入れています！

中高生向けキャリア教育事業部の声

田中美来
目白大学社会学部社会情報学科
大学生マネージャー

上田彩果
中高生向けキャリア教育事業部
事業部長

地元の中高生の「やってみたい！」をアクションした夏たかぷろ！（2019/09）



民泊への想いをどのように繋げていく？
鈴木：広報チームでは、自分たちの民泊での感動体験やいろん
な広田の魅力を発信していきたいと思っています。コロナ終息
後の未来に向けて、人が来るという現実を創り出すための架け
橋になりたいです。
平野：高校の先輩に民泊の話をしたらすごく興味を持ってくれ
て。民泊の話を日常会話でしていくことが種まき活動にもなる
し、ちゃんと心に届く人、響く人はいるんだなと感じて嬉しかっ
たです。

「高田暮らし推進事業部」に変わった背景は？
渡邉：今年4月にアルベルゴディフーゾ (地域分散型ホテル )が
事業として立ち上がって、民泊課とアルベルゴディフーゾ (以
下アルべ)課に分かれました。それで陸前高田市の暮らしを扱っ
ていく事業部として今の名前になりました。民泊とアルベの共
通点としては、この町で暮らしている人たちの生活に価値が付
くことです。民泊では外から人が来ることで普段の生活にお金
や価値が付いて、その結果、町の生活自体の価値が上がってい
くと思います。アルべでは、町の人が自分の生活をベースに商
品 (焼き芋作り体験、森林散策ツアーなど )をつくって、それを

町の外の人と一緒に体験するといった交流の形を目指していま
す。体験した人に喜んでもらうことで、町の人の誇りが育つし、
町の人にとっては自分たちの生活を頑張ることでお小遣い稼ぎ
にもなる、こういった循環が生まれるのはとてもいいことだな
と思っています。暮らしを伝えることが、町内外の人たちの持
続可能性や生きる力の向上、地域経済の循環につながったらい
いですよね。
平野：アルベを通して、地元の方の、外から人を迎え入れるハー
ドルが下がったらいいですね。

今後に向けての想いや意気込みは？
鈴木：今後に繋がるような成果物や、民泊の未来に何か残せた
らいいなと思っています。対面で会うことの価値を届けている
のが今の広報チームだと思うので、自分たちが良いと思うもの
を信じて頑張っていきたいです。
渡邉：現状コロナで大打撃をくらっている事業部ではあるけど、
無くならないということは約束したいです。いつになるか分か
らないけど、それまで民泊を守り切るのが自分たちの役割だと
思っているので、いつでも再スタートできるような形で頑張っ
ていきたいです。

高田暮らし推進事業部の声
（旧 民泊事業部）

鈴木果蓮
東京医療保健大学看護学部
民泊課広報チームリーダー

平野遥佳
東京女子大学現代教養学部
民泊課チームリーダー 渡邉拓也

高田暮らし推進事業部
部長

民泊受入れ家庭さんとの毎年恒例　お疲れ様会！（2019/11）



パートナーを設置した理由は？
岡田：定期的に話せる人がいて、その人が自分の味方でいてく
れることが大きいです。同じ場所で暮らしていないからこそ、
相談できたり共有できることがたくさんあると思います。
行本：CMCの期間が終わっても連絡をもらい繋がっていられる
のは嬉しいですね。遠隔でもこういう関係性を築いていけるこ
とは私にとって発見でした。これからも近況を報告し合ったり、
自分にとって気になる人になっているのはすごく嬉しいなと思
います。
岡田：パートナーにはSETに関わってもらうことで、貢献して
いる嬉しさを感じてもらう以外にも、パートナーのみんなのラ
イフスタイルやライフステージに貢献したい気持ちが大きいで
す。例えば、パートナーはコーチングや対話を学び合ったりす
るのですが、このコミュニケーションが職場やライフスタイル
の中で活かされたり。SETやCMCに関わってもらうことで、
具体的に自分の生活が豊かになっていく1つの方法論としてのコ
ミュニケーションを持ってもらえたらいいなと思います。なか
なかコミュニケーションを鍛えたり向き合う場所ってないので。
人生を彩る1つの武器とまではいかないけど、そういったものを

使って自分のライフステージを上げていって欲しいという想い
がすごくあります。

これから楽しみなことは？
行本：パートナーとして、CMC生と新たな関係をどう築いてい
くか、一緒にどういう時間を作っていくかが楽しみです。
岡田：事業部としては、CMCって場所がこれからも社会と個人
の探求の場であることは変わらない気がしています。CMC生や
パートナーを含め、関わってくれるいろんな人たちが自分の人
生を探求できたり具体的に進んでいく場所だと思います。一方
で、CMCは関わる余白がすごく大きな事業だと思います。なので、
このCMCという媒体を上手く使いながら、自分自身の人生を具
体化していってもらえたら嬉しいです。それによって自分の人
生が前に進むだろうし、CMCとしてもいい未来に繋がるだろう
し。関わってもらう人たちにはある一定のプロフェッショナリ
ズムを求めると思いますが、自分はこういうことができるんだ
という、自分の専門性に自信を持ってもらうことが大事な気が
しています。決してプロってことを押し付けたいわけではなく
て、自分がプロフェッショナルなんだと思えて、そこでチャレ
ンジできる関係でいたいです。

Change Makers’ College 事業部の声

岡田勝太
Change Makers’ Collge事業部
部長

行本未希
CMC4期パートナーズ

※：CMC生に定期的に 1on1を担当してくれる人、関東で活躍する社会人がメイン

※

4期生による4ヶ月の学びを町の方にお伝えする、卒業フェスを開催！約30名の町の方々が来て下さりました！（2020/08）　※撮影時のみマスクを外しています。



カフェ彩葉の声

片山 悠
元いろはろーメンバー

野尻 悠
カフェ彩葉オーナー

最近の彩葉のコンセプトは？
野尻：“オーナーの人生とともに歩む場所” というテーマはずっ
と変わらないんだろうなと思います。今後自分に子どもができ
たときに、彩葉を休むか考えたんです。でも、自分が子育てを
するタイミングだったら、ママ友たちを集めて先輩ママと交流
できる場にすれば、客層が変わって面白いなと思います。自分
の人生が変わるごとに集まってくる人が変わったり、アップデー
トできる場所というのが彩葉らしいと思います。

いろはろーを始めた理由は？
野尻：いろはろーは、彩葉を変身させるプロジェクトメンバー
です。私自身1人よりもみんなと一緒にやることでモチベーショ
ンが上がるタイプで、彩葉を立ち上げたときもみんなが一緒に
いてくれたから進んでこられた感覚がありました。だから彩葉
のリノベーションをやろうと思ったときにメンバーを集めるこ
とにしました。やはり、いろはろーメンバーと一緒にいる時間
は私にとってすごく幸せな時間でした。
片山：いろはろーは、プロジェクトというより、コミュニティ
として関われた感覚があります。自分もこの場所を作る1人であ
りたいっていう気持ちは、いろはろーを始めたときから強くあっ
た気がします。だから、彩葉のことをもっといろんな人に知っ

て欲しいと思います。気になった人が気軽に得られる情報があっ
たらいいなと思うし、町の方との関係性も伝わったらいいな。
発信ってすぐに効果が出るものではないかもしれないけれど、
何年か後に積み重なったものを見ている人はいるかもしれない
ので。
野尻：本当にその通りで、もう2年半くらい経つけど、オープン
のときにテレビや新聞で見てくれた人が「ようやく来れたよ」
と来てくれるんですよね。ちゃんと発信していけば、届く人に
は届くんだなと最近実感しています。
片山：SETに関わっていないと意外と知るすべがないこともあ
ります。彩葉の良さ、存在を1人でも多くの人に、日本を超えて
海外の人にも知って欲しいです。

今後の注目ポイントは？
野尻：これからは体験できる機会を増やしていきたいです。町
の方を呼んで、料理や裁縫などの技術を若い世代が受け継いで
いくイメージで、他にも町の方の視点で広田の写真を撮ったり、
一緒に散歩して広田を味わう、みたいなことをやりたいです。
せっかく彩葉のコンセプトが、“広田をもっと好きになれる場所”
なので、発信の部分を強化して広田のファンをつくっていきた
いです！

彩葉の空間を最大限活用し、世代を超えたイベント「失恋フェス」大成功！（2019/10）



コミュニティマネジメント部の声

菅野睦子
青山学院大学
コミュニティ人間科学部
学生賛助会員担当

髙橋理沙
コミュニティマネジメント部
社会人賛助会員担当

荷川取佑太
コミュニティマネジメント部
社会人ファシリテーター

SETのコミュニティ運営に携わってみて
荷川取：まだ構想を練っている段階のものが多いけれど、めっ
ちゃ面白い！だからこそ早くみんなに届けたいです。ライフス
テージが上がっている人も増えてきてるので、パパママコミュ
ニティなどライフステージに合わせたコミュニティを作り、そ
の時まで残っていたら楽しそうと思ってもらえるよう頑張りた
いです。
高橋：賛助会員の皆さんとのWEB交流会は印象に残っていて、
あの時は1人も顔がわからない中で、SETの想いや感謝を伝え
たいという気持ちだけで頑張っていました。当日37人の方が来
てくださりSETと賛助会員が繋がる瞬間を作り出せて、ここか
ら始まるのだなと実感した日でした。ですが、何かあるたびに
賛助会員の方にもっとこうできるんじゃないか…と、もどかし
さやプレッシャーもあります。
菅野：新しいことだからこそ、理沙さん（高橋）も言っていた
ような不安感はありました。学生賛助会員の方に自分は想いを
届けられてるかなと。それでも支えてくれる人達がいたおかげ
で今も続けられていて、賛助会員の友達や一人一人に良いサー
ビスを届けたいという想いが今も強いです。
石渡：SETメンバーが輝ける舞台を、少しずつ色んなパターン
で用意し始めていると感じます。前まではプロジェクトで関わ

るしかなかったので、どうしても熱量とか気持ちで進めていこ
う！みたいな人しかSETで輝けなかった。
上田：今は、違う会社で頑張っている社会人メンバーの輝いて
いる姿をSETで見せられる場があったり、この年間報告書も学
生の時から繋がっていた人達で語り合ったものが文章になって
違う形でスポットライト浴びたり、やっとSETに関わってきた
面白い人達のコミュニティや人との繋がり、豊かな人脈が活か
され始めてると感じています。もちろん空振りも多いけどでき
るだけたくさんボールは投げたいし、それを誰かが打ってくれ
たら嬉しいですね。
野尻（インタビュアー）：ちなみに、この部は “人を輝かせる”
ことが好きなメンバーが多いですね！

最後に伝えたいメッセージは？
荷川取：「SETがピンチだったあの時に自分が手を差し伸べたこ
とで、こんな素敵な人達がいっぱい増えてるんだ…」と1、2年
後に思ってもらえるよう、活発な正会員でいたいなと思います。
菅野：これから学生の交流会や新たな施策も考え中で、もっと
良いサービスを届けたいという熱も芽生えています！新しい出
会いもあると思うので、興味あるものにぜひ１度参加してみてく
ださい！

上田彩果
コミュニティマネジメント部
部長

石渡博之
コミュニティマネジメント部
正会員担当リーダー

現地メンバーと東京メンバーでオンラインにてサービスを構築しています！（2020/06）



アカデミア×政策提言の必要性と可能性について

木村 聡
陸前高田市議会議員
慶應大学院SDM研究科修了

三井俊介
NPO法人SET理事長

木村：
ロビイング。この言葉はネガティブなイメージを持つのが一般
的です。
「自社の利益誘導のために裏で政治家に献金…」このようなこと
はもちろんダメです。一方で、「公のために、透明性の高いルー
トで政策提言をフェアに行う」ことは真の意味で民主主義を機
能させることに繋がるのではないでしょうか。

すでに日本のNPOのトップランナーは政策（教育、子育て、福
祉など）にも関わっています。事業を行い、実績を作り、それ
が公に必要なものであれば、政治にも働きかけていく。
市場経済だけでは生み出せない価値に向けて取り組むのがNPO
の本来の役割であり、事業に加え、公のため、根拠を持った政
策を提言できる機能が重要です。
「A議員と仲良しだから」ではなく、根拠を明確にするためのデー
タ収集、分析をシンクタンク と連携して行う必要があります。
SETでは組織的に政策提言について学び、様々な方々と繋がっ
ていくことで影響の輪を広げ、日本にgoodなchangeが起きる
ように動いていきたいです。

そして最後に。
「議員と政治家」二つの言葉の違いをご存知ですか？
議員は選挙で選ばれた人を指します。一方「政治家」は政治に
携わる人のことです。
「政治は、今よりも良い未来をつくるためにある。」
政治家の仲間を増やしながら、政治に希望を持てる社会を引き
寄せたいです。

三井：
日本のNPO研究は非常に遅れています。
アメリカでは年間で400本以上、NPOに関連する論文が発表さ
れるのに、日本でのそれは50本前後です。NPOに関する学位も
日本にはありません。
そして日本の中にNPO法人は5万団体以上あると言われていま
すが、「農山漁村振興」をテーマにして活動している団体は
2,500団体、全体の約5％しかありません。（過疎地に事務所を構
えて活動しているSETのような団体はさらに少なくなります。）
つまり私たちが行っている活動は、学術的に論証されていない
事が多くあります。
その結果、資金の巡りが悪く、活動をさらに早く、より効果的
に進める事が困難となっていることが現実です。
私自身、今年から大学院に通いつつ、大学で教鞭もとっています。
SETの賛助会員の皆様の中には教授の方々も多くいます。アカ
デミアの力をSETにつけていくことで、日本の農山漁村振興に
関わるNPO研究を前進させ、政策提言の動きと組み合わせるこ
とで、より良い地域づくりに貢献する団体を応援する枠組みや
仕組みをこれから構築していきたいと思っています。時間がか
かることだとわかっています。だからこそ、じっくり腰を据え
て進めていきたいと思っています。

※1：本文では、公益のための政策提言活動を指す
※2：現場で生み出されている事業の価値を評価、分析する機関

※1

※2

研究を重ね、SETの価値を分析し、社会をより良くするために国に働きかけていきます。（2020/08）

アドボカシー部×新設予定シンクタンク部





新型コロナウイルスの影響で、私たちの生活は大きく変わり
ました。 広田町で暮らすメンバーも、自分たちの「暮らし」
を改めて捉え直しています。 
SETの拠点は陸前高田市広田町。しかし、SETは日本各地の
約200人のメンバーに支えられて存在しています。ぜひ、１人
でも多くのメンバーを知っていただきたい…。読み終わった
時に、自分の暮らしにも取り入れられること、新しい気づき
や発見… 暮らしに対してポジティブな気持ちになってくださ
る方が1人でも増えたら嬉しいです。



広田半島とは

漁業
三陸特有のリアス式海岸を有する陸前高田の海
では、わかめやこんぶなどの海藻類、あわび・
うに・ほたて・かきなどの貝類、さけ、どんこ
などの魚類が豊富です。広田半島ではわかめ、
かきなどの養殖や、定置網を中心とした漁業が
盛んで、SETメンバーもわかめの最盛期になる
と毎年総出でお手伝いに奔走しています。

お祭り
4年に1度、町の黒崎神社で黒崎式年例大祭が執
り行われています。広田町にある8つの地区が、
太鼓、大名行列、子供七福神などを披露します。
中でも「根岬梯子虎舞」は陸前高田市無形民族
文化遺産に登録され、長さ20m・傾斜50度程度
の梯子の上で踊る虎舞です。SETメンバーもお
祭りに参加させていただいており、地域の伝統
を引き継いでいきたいという気持ちが年々高
まっています。

産直
自然豊かな半農半漁の町。お母さんたちは毎日
畑に出て、彩豊かな旬な野菜が食卓に並んでい
ます。そんな広田町で生産された野菜は、週に
2回早朝に開かれる産直で、地元の人から地元
の人へ直接売られます。メインは新鮮で美味し
い野菜と、お母さんたちの元気な笑い声！また、
野菜のレシピや保存方法など、この町での暮ら
しの知恵もたくさん教えてくれる場所です。

子育て
町には保育園、小学校が一つずつあります。公
共の遊び場はなく、目と鼻の先に海と森がある
のみ。お散歩をしていると四季折々の花鳥風月
に触れられたり、町のおじいちゃんおばあちゃ
んたちから温かい声とたまにおすそ分けをいた
だきます。たった一つの保育園にはペタゴー の
研修を受けたデンマーク人でSETメンバーのト
リーネ先生が働いており、子供たちにとって世
界の広さを身をもって体験するきっかけとなっ
ています。

岩手県陸前高田市は “奇跡の一本松” が有名です。昨年2019年には
岩手県内で初めて「SDGs未来都市 」に選定されました。その陸前
高田市の中心市街地から車で約20分ほど移動したところに広田町があ
ります。
広田町は、岩手県の最南東部に位置する人口約3,000人、約1,000世帯
が暮らす漁師町です。太平洋沿いの暖かい気候に恵まれ、山々の鮮や
かな緑と大海原の美しい青に囲まれた広田半島は、自然、食、伝統、文
化など様々な魅力であふれ、“お茶っこ ” や “おすそわけ” で人との
温かい交流が日常にあります。

※1：持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた優れた取り組みを提案した自治体のこと
※2：仕事や家事の合間にお茶やコーヒー、お菓子を囲みながらお喋りすること
※3：デンマークで放課後活動や教育の支援をする専門職

※3

※1

※2



宍戸那央樹
ぴいろた組合メンバー

下平咲貴
高田暮らし推進事業部
アルベルゴディフーゾ担当

煙山美帆
主婦 たまにSET
手作り浜野菜事業部（休止中）

ぴいろた組合とは
コロナによって交流事業がストップし、外から人が来られない、
外に行けない。そんな中だからこそ改めて “広田町での暮らし”
にみんなでもっと焦点を当ててみよう！ということで現地に住
むみんなを巻き込んだ” 暮らしの実験” が始まりました。
「毎日食べる食材の広田町産率をみんなであげる取り組みをした
らどんなことが起きるのだろう？」
「買い出しは各シェアハウスばらばらに市街地に行く。その分ガ
ソリンも消費しているし、シェアカーも予約がいっぱい。いい
方法はないかな？」
そんな声から、週1回広田町の方が育てた野菜と漁師さんが獲っ
た魚を購入し、現地の移住メンバーの家へ配達するぴいろた組
合が生まれました！
生産者の方々には、定期的に直接野菜や魚を買わせていただく

ことで “やりがい” の一つになって欲しい、そして食材を食べ
る私たちが少しでも広田町の生産をみんなで応援していける形
になるといいなと思っています。直接感謝を伝えられること、
顔を思い浮かべて食べ物をいただけることも嬉しいポイントで
す。

実施してみての想い
下平：トライアル2週間を経て、野菜だけでなく魚も増やせたら
とか話したり、町の人の反応もどんどん良くなってきて、どっ
ちにもいい仕組みを今はまだ模索しながらサービスとして考え
ている感じですね。
宍戸：ゆくゆくの話をすると最終的に自分が広田の市場の機能
を取り戻したいって思っています。広田の人の買う食材は基本、
隣の大船渡市産だと聞いて、広田産をちゃんと作るためにまず
はみんなが広田の食を知ったり食べれる機能から作りたいなと。
Q.煙山さん家は使ってみてどうですか？
煙山：毎週とってるけどめちゃめちゃいいです！自分で選ぶと
毎回同じになったりしてたけど、おまかせでくるとその中で何
作ろうって楽しめるし、旬どまんなかのものがくるからそれを
どうこの時期で一番おいしくしてやろうか！みたいな (笑 )。料
理とか買い物が消費行動じゃなくなった感覚はあって、広田で
余りが出ている状態はすごくもったいないとずっと感じてたか
ら無駄にしたくないって想いでやってます。それこそ事業とか
仕事ではなく、暮らしを仕事にしている感覚でいるから、そこ
の素材の質があがったみたいな感じですごいモチベーションが
上がりますね。

今後の意気込みは？
煙山：岩手県内の調味料や野菜だけで作ったものにこだわりた
い想いがあって、それが私のゴールだから、そこに向けてまず

は産直から買った広田の食材を使い切るっていうのをSETの事
務所で実験的にやってみたいです。そこから各シェアハウスに、
カット野菜や下処理したものを送るとか総菜販売とかできたら
面白いかも！自分が主婦でいる時間もSETや広田の中に還元で
きるといいですね。
下平：私の意気込みは、やっぱり毎週のコミュニケーションが
めちゃくちゃ幸せな時間なので、生産者や漁師さんとのさらな
る繋がりも楽しんでいきたいし、買ってくれている人達にもい
いクオリティでお届けして町の人も笑顔になれる、その間を頑
張っていきたいと思ってます！
宍戸：1ヶ月やってきて、もう少し利用してくれる人が増えると
ぴいろたとしても比例的大きくなっていけるんだろうなとは感
じたのでなんとか広げたいですが、これを発送サービスにして
都内に送るとかはなんか違うし、でも喜んでくれる人がいるな
らその層にもぴいろたを展開していきたいです。僕たちが感じ
ている暮らしの豊かさをちゃんと伝えていくことはただのお届
けサービスではできないものなのでそこまでいけたらいいなと
思っています！

対談 下平咲貴×宍戸那央樹×煙山美帆



なぜ漁業が好きになっていった？
渡邉：最初は町の一員になって認められている感じが楽しかっ
たんです。続けていく中で、人間がどうしても勝てない自然と
機械に対する漁師の技術の巧みさに惹かれました。
山﨑：きっかけは広田に来て初めて漁師って存在に出会って、姿
や生き方に憧れたことでした。人の生活や暮らし、生きること
の根本の部分に日々いる人たちをかっこいいと思ったんですよ
ね。もっとその景色を見たい、同じ方向にいたいと思いました。

漁業に関わってきて感情が動いた思い出は？
山﨑：だいはちさんの存在が大きいです。自分の中で圧倒的で、
師匠みたいな唯一無二の存在が広田に一人いることはすごく嬉
しいことだなと思います。だいはちさんの漁業は規模が大きく
て、自分の中でスケールが変わった瞬間だったし、知っている
漁業の世界が一気に広がった感覚があります。だいはちさんが
船の上でどういう風に過ごしているのかを間近で見られた時間
が尊いです。素敵だなと思う漁師は楽しそうに仕事をしている
し、仕事を仕事だけと思っていない。そういう人たちの漁業へ
の向き合い方や在り方にすごく惹かれた瞬間が多かったことは
良かったです。

渡邉：最近だと、漁業についてYouTubeを見て自分で勉強した
ことを、実際に船に乗ったときに行動に移せなかったことは悔
しかったです。一番記憶に残っているのは、えいじさんのわか
めを継ぐ人が決まったとき。かなり複雑でした。自分の中の漁
業が定まっていないことが嫌だった反面、継ぐのは自分しかい
ないというプレッシャーもあったので、それがなくなって開放
感もありました。自由になった上でフラットに漁業を見られた
いい機会でもあったし、失ったものもあった気がします。

漁業の面白さとは？
山﨑：奥が深いことですね。それに嫌でも命を感じます。魚とか
水とか、全てが直接的に自分に触れるから、こうやって人間っ
て生きているんだなと感じられるところは魅力です。
渡邉：身近だけど知らないことを知れるところが魅力だなと思
います。普段魚は食べるけど、獲れたての魚はそれほど身近で
ないし、漁業はテレビでしか見ない世界になってきていると思
うんですよね。魚を食べることは日本人の生活の一部になって
いるけど、食卓に届くまでの流れは知られていないから未知で
未開拓なことがたくさんあるなと思います。なので、今後漁業
を広めていく上でそういう視点から話していけたら面白いかな
と思っています。

対談 “漁業”

広田で子育てをして良かったなと思う瞬間は？
岡田：自然が近いから旬のものが食べられるし、畑に触れて野
菜ができるし、魚をまるごともらって切り身で泳いでいないこ
とが分かったり、動物もいるし、家の中にも虫が住んでいるし、
たくさん学びがあります。それに近所の人がみんな顔見知りな
のも特殊だなと思います。
煙山：子ども嫌いな人に出会ったことないです。興味ないって
人はいるだろうけど、ここでは子どもに怒鳴るような人はいな
いしそこにビクビクしなくていいのは気が楽かも。
岡田：みんな知っているからちょっと子供から離れても安心だ
し大丈夫だと思えますよね。
煙山：自然があると季節を楽しめるのもいいですよね。工夫次
第で何でもできちゃうと思うから、朝から家の庭でピクニック
をしたり、そのまま海でお散歩をしたり。これを何もないと表
現する人もいると思うけど、自分の心持ちで特別な日にいつで
もできるなと思えるのは、広田の子育ての良さかなと思います。
岡田：自然が近いと自分も穏やかでいられますよね。育児だと
イライラしたり切羽詰まることもあるけど、外に行けばいいや
自分も汚れちゃえと思える (笑 )
煙山：私はけっこうSETや移住メンバーの存在も大きいですね。

心の支えというか、大ファミリーだと思っているから一緒に子
どもの成長を楽しんでくれている感じもあるし、精神的に頼っ
ているかな。これから結婚して子どもを育てていくメンバーも
増えてくると思うので、そこは力になりたいとすごく思ってい
ます。地元にいたら友達の子どもと関わるイメージがあまり湧
かないけど、SETは暮らしを共有している感じだから、子育て
も自分の中では解放しています。
岡田：自分ぐらいの年代で家族以外の人と関われることは多い
から、それも貴重だなと思いますね。都内にいたら友達と会う
ことはできるけど、それは日常的ではないから。

最後に伝えたいことは？
煙山：まだ子どもが小さいから教育のことは未知ではあるけど、
子どもが義務教育に入るまでの期間は充実して過ごせています。
この対談を読んで楽しそうと思う人だったら、絶対広田で子育
てした方がいいと思うんですよね。私と美鈴 (岡田 )は広田での
子育てを楽しめているし、いいところを見れているから続けら
れているんだなと思います。どこで子育てしても、その人の価
値観に合っている場所で子育てができていれば、きっと楽しめ
ると思っています。

対談 “子育て”

煙山美帆
主婦たまにSET
SET立ち上げの創成期より活動。
2012年に広田町へ移住。2015年か
らは家事育児をメインに現地での活
動を支え、現在は3児の母。

日門定置網漁業生産組合
漁師町ダイアリースタッフ
気仙沼市移住（2020.04-）

山崎風雅
高田暮らし推進事業部部長
元漁師町ダイアリースタッフ

渡邉拓也

岡田美鈴
2017年結婚を機に広田町に移住
リモートワークでのお仕事を続けな
がらという新しいライフスタイルを
確立中。
現在は1児の母。



現在、アトリエが隣接する蒲田シェアハウスには7人が
暮らしています！日中は仕事、町の方のお手伝い。夜は
みんなでご飯を食べ、キャンドルを囲んでゆったりする
のが定番です。シェアハウスに設置しているコンポスト
はアトリエで製作しました。アトリエには工具や廃材等
があり、CMCの授業や何か作りたいときに自由に使用で
きる場所です。時にはみんなで一緒に、時には1人で集
中して、それぞれが思うままに想像し創造できる場所で
す！

現在8人が暮らす大祝シェアハウスには、生活をよりよ
くするために1から作ったものがたくさんあります。例
えば、日向ぼっこ用のデッキや下駄箱、リビングのテー
ブル。そして、バー（遊びbar）。バーは町の方との交流
する場所としても使われ、使用料は1人一回100円。集まっ
たお金は改修工事の資金となり、これまで、カウンター、
防音、樽をリメイクして机を作る際に使用されました。
みんなで使うほどに、どんどん素敵に変化する場所で
す！

「せっかく広田にいるなら、環境にいいことしたいな。」
そんな想いから、近くの浜で拾ってきた廃材を使い “コ
ンポスト” を作ってみました。最初は、見よう見まねで
始めたコンポストでしたが、この間入れた生ごみが土に
還ったことに感動し、毎週ゴミ回収に出していた生ごみ
の量が減っていく喜びを感じました。みんなと「僕たち
が排出しているものは、どう形を変えて私たちに影響し
ているのか」を考え、これからも大切に使っていきたい
です。

自作コンポストの設置

広田のシェアハウスでの暮らし

SETでは30名程度のメンバーが5軒のシェアハウスで現在暮らしています。共同生活を通して、人と共に生きることの楽し
さと苦労、両方味わえます。疲れて家に帰った時にリビングの電気が付いているだけで、ホッと嬉しい気持ちになります。
SETのシェアハウスの特徴として、暮らす中で生まれる「あったらいいな」を自分たちで作ろう！という文化があります。
「ないものは自分たちで作り出す」という生活で、日々豊かに楽しく暮らしています！

蒲田シェアハウス

大祝シェアハウス



SETメンバーの暮らし

珍しい野菜を買って食べること、あとはお魚をさばけるよ
うになりたいです。最近は野菜のヘタを育てて楽しんでい
ます !育てているにんじんたちは毎日見ていると、ちょっ
とずつ伸びているのが分かります。

SETの拠点は岩手県陸前高田市広田町。しかし、SETは日本各地の552名の会員の方々に支えられて存在しています。今
回は暮らしの工夫をしているSETメンバーを紹介します。読み終わった後に、自分の暮らしにも取り入れられること、新し
い気づきや発見… 暮らしに対してポジティブな気持ちになってくださる方が1人でも増えたら嬉しいです。

最近の暮らしの楽しみやこれからやってみたいことはある？

最近の暮らしの楽しみやこれからやってみたいことはある？

自然をこよなく体感するアウトドア。無人島の開発に興
味があって市と連携しながら自然を壊さずみんなが自然
の良さを体感できる場所を作りたい !

こんな暮らしがしたい！という理想はある？

理想の暮らしは、平日と土日で働く日、動く日に境目が
ある生活。 五感を使った時間を意識的にとる。週末には海
に出たいな、創作ができる時間が欲しいな。 元々自然とか
モノづくりは好きだったけれど、“好き” と自覚したのは
広田で自分のやりたいこと好きなことはなんだろうを見
つめたからかも。

永井一成 ＠埼玉県
社会人メンバー

是久莉佳子 ＠千葉県
社会人メンバー

広田の暮らしで気になっていたり、影響を受けたことは？

持続可能な暮らし。お野菜が家に注文できるようなぴいろ
たの仕組みが気になっています。
あと家族が畑を始めました。都会でも田舎のような暮らし
が最近できているかな？と思います♪少し前には藍染めも
家でやってみました！家でできることを増やしていきたい
ですね！

角田華純 ＠東京都
学生メンバー

＠東京
社会人メンバー片山 悠



コロナがあったからこそ気づいたことは？

「今ある、もしくはこれから行おうとしていることは持続
可能的に続けることができるのだろうか？」と意識し始
めました。特に環境汚染や気候変動、食糧危機などに対
して何か自分にできる事はないかと意識を持とうとして
います。また、家で過ごす事が多くなったので、自宅をホー
ムジムにして筋トレを日課にしています。

保科光亨 ＠神奈川県　
学生メンバー

こんな暮らしがしたい！という理想はある？

便利と不便のハイブリッドな暮らし！
例えば、既製品の離乳食を買うのではなく、ブレンダー
などの家電を使って離乳食を作る、泣き止ませるのに簡
単だからとスマホを与えるのではなく、おもちゃや経験
で楽しい遊びを考える、など。12月に生まれる赤ちゃん
と一緒にくつろげる物として、形の変わるクッション
「Yogibo」を迎えました！

＠東京都
社会人メンバー土屋樹利亜

今、留学しているデンマークのフォルケホイスコーレで
は「ごはんを決まった時間にみんなで食べる」ことを大
事にしています。自然にコミュニケーションが生まれる
環境作り、心を落ち着かせることができる「場所」と「人」
があることに価値を感じたので、これからも共同生活を
したいです！

こんな暮らしがしたい！という理想はある？

「機会のある時にやっちゃおう！」 一人暮らしで一人ぼっ
ちだった自粛期間を終えて、私はいつでもできる・会え
ると思わずに、機会のある時に！と思うようになりまし
た。 コロナ後、私の生活は「やってみよう」が増えて、最
近は山や自然に行く機会に恵まれ充実を感じています！

コロナがあったからこそ気づいたことは？

そのほかにも…

こんな暮らしがしたい！という理想はある？

9月、11月に二週間ずつ北海道十勝で農業インターンと企
業の採用記事を書くインターンに参加。
十勝の熱量高すぎて、暮らしたくなっています！

家を居心地良くすることにハマりました！ お家時間が増
えたので、机を窓の目の前にして外の空気を感じ、空を
見ながら作業したりご飯を食べたり、お家でヨガやスト
レッチをして身体のメンテナンスに励んで楽しんでいま
す！

コロナがあったからこそ気づいたことは？



Mission
一人一人の「やりたい」を「できた」に変え、
日本の未来に対して「Good」な「Change」が
起こっている社会を創る

Vision
人が減るからこそ豊かになる人づくり、町づくり、
社会づくりを行う

特定非営利活動法人SET
(Non-ProfitOrganization SET)

特定非営利活動法人SET / @set_japan

発足：2011年3月13日
設立認証年月日：2013年6月10日
法人設立：2013年6月18日

〒029-2208
岩手県陸前高田市広田町字山田52-6
TEL/FAX: 0192-47-5747
E-mail: set.forjapan@gmail.com
HP: https://set-hirota.com

正会員数：204名
（現地移住者：23名 / 社会人：61名 / 学生：120名）
賛助会員数：348 名
（2020年8月31日時点）

　理事長：三井俊介
副理事長：岡田勝太
　　理事：吉田勇佑
　　　　　大橋衛
　　　　　上田彩果
　　監事：江田一晶 (CanaL 法務会計事務所 )

① Change Maker Program事業部
主に首都圏の大学生を対象とし、1回約20人、合計8回約160人
が半年に1度、1週間広田町に滞在し住民との交流を通じて町の
課題解決のアクションの実行

② Change Makers' College 事業部
主に関東の若者を対象とし、4ヶ月間移住をして自分自身の生き
方を探求していく学校の運営

③ 中高生向けキャリア教育事業部
地元の中高生を対象とし、大学生や住民との交流を通じてキャ
リア教育を推進

④ 高田暮らし推進事業部
修学旅行民泊の実施や長期滞在者向けの暮らし体験の企画提案

⑤ コミュニティマネジメント部
SET正会員賛助会員に対し、関わり方にグラデーションを設け
たコミュニティや豊かな暮らしに
一歩近づくコミュニティづくりを提案、運営

⑥ カフェ彩葉
「広田町をもっと好きになれる居場所」として、
来てくれた1人ひとりが古民家を彩り、町の方とともに創り育て
て行くみんなの居場所

⑦ アドボカシー部
政策的視点で、事業と社会の接続点を見極め、提言活動（＝ア
ドボカシー）を実施

推進している事業について



理事紹介

岡田勝太

上田彩果

吉田勇佑

大橋 衛

当法人の理事は現在陸前高田市広田町在住が3名、東京に在住しているメンバーが2名の計5名です。立ち上げ当初からの
メンバーを中心に構成されています。理事の役割は「SETの存在目的を深め続け、組織の課題を解決する」ことです。理事
会体制、事業推進体制、組織の運営体制のアップデート等の課題を中心に中長期的な課題解決に取り組んでいます。

2011年5月から広田町にて活動。当時、大学の先輩であった三
井より陸前高田市広田町に行くことを誘われました。自分自身
も東日本大震災に対して何かできないかという想いがあり初め
て現地に赴きました。大切にしている価値観は「楽しむ」「自由」
「可能性を信じる」。2011年東日本大震災から「豊かさ」とは何
か？というメッセージが心に深く突き刺さっています。今を生
かされていることに感謝し、「豊かな」未来に一歩でも近づける
ように前進し続けていきたいと思います。

2013年3月、Change Maker Program(第 1期生 )に参加し、
広田町/SETと出会いました。1年後の2014年4月、教育事業
の前身である「高田と僕らの未来開拓プロジェクト」を立ち上げ、
現在7年目。2017年4月には、大学卒業と同時に広田町へ移住
しました。
大切にしている価値観は「自由」「多様性」「今この瞬間」。
どんな人でも自分らしく生きていけるよう、ここ広田町から豊
かな社会づくりに取り組んでいきます！

SET草創期の発起人。震災1ヶ月後の4月11日より広田町で活
動しました。
大切にしている価値観は「素直」「謙虚」「感謝」。
3月11日直後に見た景色、草創期より関わる中で生まれた志を
忘れず、事業運営を通じて学んだ事をフルに活かして団体及び
町の未来に貢献していきます。

大学3年生の時東日本大震災が起き、「今までの活動を活かして
何かできるのでは？」とSETの立ち上げメンバーとして活動を
開始しました。
大切にしている価値観は「仲間」「ユーモア」「素直」「対等」「公平」。
東京と広田の懸け橋に少しでも貢献できたらと思っています。

副理事長
Change Makers' College事業部 部長

中高生向けキャリア教育事業部 部長
コミュニティマネジメント部 部長

株式会社CRAZY 執行役員

ハッピーテラス株式会社



科目 金額
Ⅰ経常収益

受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費

受取寄附金
受取寄附金

受取助成金等
受取民間助成金

事業収益
売上高
シンポジウム参加料収益
家賃収入
その他収入
業務委託収入

その他収益
雑収入
受取利息

経常収益計
Ⅱ経常費用

事業費
人件費

人件費計
その他経費

その他経費計
事業費計

管理費
人件費

人件費計
その他経費

その他経費計
管理費計

経常費用計
当期経常増減額

Ⅲ経常外収益
固定資産受贈益
経常外収益計

Ⅳ経常外費用
前期損益修正損
固定資産売却損
固定資産除却損
経常外費用計
税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

収支報告



2020年3月よりスタートした賛助会員制度。現在、学生、社会人併せて348名の方がSETの応援者になってくださっており
ます。誠にありがとうございます！賛助会員の皆様と一緒に、より良いサービスやコミュニティを作っていきたいと思いま
す。今後ともどうぞよろしくお願い致します。そして、賛助会員への入会はいつでも可能です。下記情報をご確認ください。
1人でも多くの方との出会いを楽しみにしております！

SETメンバーと賛助会員での双方的なコミュニケーションが自由に行われる場所作りや、つながりやノウハウの
提供、情報交換等を通してのコミュニティの活性化を行っていきます！

賛助会員について

会員期間：毎年 9月～ 8月の 1年間（2020年春ご入会の方は2021年8月まで）

①繋がり創出型：大学生2,000円 /年　社会人10,000円 /年（月額約833円）
②アクション創出型：個人の方/30,000円以上　法人の方/100,000円以上

・Change Maker Program事業部：若者と住民の交流×人材育成×まちづくり
・中高生向けキャリア教育事業部：地元中高生×プロジェクト×地域教育
・高田暮らし推進事業部：暮らし×着地型観光×地域経済
・Change Makers’ College 事業部：フォルケホイスコーレ×大人の学び直し×共同生活
・カフェ彩葉：古民家×居場所づくり×環境
・コミュ二ティマネジメント部：コミュニティ×正会員 /賛助会員×日本全国
・アドボカシー部：アドボカシー×政策提言×政治

事業部ごとのチャンネルに分かれております。興味のある事業部のチャンネルにご参加ください！

① １ヶ月に1回のメールマガジンの発行
事業部・学生メンバー紹介、広田町の方からのメッセージ、広
田暮らしの紹介

② 公式LINE＠の運用
③ 広田の足音
広田の景色と町の方から直筆メッセージつきのお誕生日カード

④ みらいラボ
SET社会人正会員だからこその「Visionに生きる」という視点
から、学生と一緒にキャリアを考える

⑤ 学生交流会
SETに関わる会員同士で話せる場所をつくり、ゆるく継続的に
繋がる

学生賛助会員（繋がり創出型のみ）

現在、登録口座を準備中です。
賛助会員登録をご希望の方は下記フォームより入力をお願いします。個別でご連絡させていただきます。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpb0oCXsct6xNYHCMavlTvgwStgve0cX-iekPsz8I4ZkqKTA/view
form

繋がり創出型/アクション創出型
① １ヶ月に1回のメールマガジンの発行
住民主体のまちづくりについて、PJの経過と町の方の反応、
NPO経営のリアル、移住者の声等

② 年1回のSETの活動報告会へのご招待とその場での
賛助会員様同士のネットワーク
その他イベントがある時には優先的なご案内

社会人賛助会員

賛助会員向けオンラインコミュニティ導入のお知らせ

SETの事業をより深く知りたい！
ノウハウを教えたい！
流れてくる情報だけを見ていたい！
どんな方でも！

対象者 配信頻度
事業部によって事業の進み具合や活動頻度が
異なるため、発信頻度には差があります。
ご了承ください。

月1回以上

また、その他ご質問等は下記メールアドレスにご連絡ください。
set.forjapan@gmail.com / NPO法人 SET　賛助会員担当

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1BPXvSH5dJ189Ot5tMMWc6cU76JAxYIHry19IUItzD7GJ-Q/viewform



編集部
松田真帆

森玲奈

デザイン
宮内航

鈴木果蓮

山崎風雅

渡辺奈緒

コミュニティ
マネジメント部
賛助会員担当
上田彩果

高橋理沙

野尻悠

菅野睦子

角田華純

Special Thanks
芦川宙

雨夜玲美

有薗文太

飯塚麻美

石渡博之

伊藤紗璃香

上村徹雄

薄井大地

海瀬麻由

遠藤慶友

大木清花

大橋衛

岡田勝太

岡部萌香

沖恵実

堺澤満智子

片山悠

金澤楓

川島れら

河面涼代

菅野夢貴

木村聡

木村由梨

煙山美帆

見目美咲希

小出智子

小林夏菜

小林敬志

小林優美

小松原一輝

小山真由

是久莉佳子

佐々木直仁

佐藤宏太

佐藤泰輝

宍戸那央樹

下平咲貴

城倉宏成

鈴木太史郎

高野憲人

高橋愛里

高橋真優

田中美来

塚田夏織

津田聖矢

土田麟太郎

土屋樹利亜

戸谷咲良

永井一成

中馬 菜音

中村航

中森千裕

荷川取佑太

野瀬桜子

野間ひかり

野村美並

濱田佳歩

葉山舞子

平野遥佳

平林遼也

廣瀬太陽

廣瀬陽香

深尾麻希

深澤碧

古川明洋

古川真理

古川ゆりえ

古堅花音

保科光亨

馬郡一嘉

升川桃

松浦亜実

松澤智弘

水口拓未

三井俊介

村上真理恵

茂木駿太

森田諒

山崎輝

山田亜依

山本晃平

山本響

行本未希

吉田勇佑

吉原直矢

渡邉拓也

Trine P Villemoes


