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にいがた若者座談会の
お知らせ

にいがた若者座談会とは?

新潟出身で首都圏在住の若者達が
「こんな新潟なら帰りたい」を本音で語り合う会合です。

今年度の座談会の振り返り
最近の新潟、
ちょっと元気がないんじゃない？そんな声があちこちで聞こえます。
東京一極集中が
続く中、
若者の県外流出が止まりません。
そこで、
新潟県出身で首都圏在住の20〜30代の皆さんから
「こんな新潟なら帰りたい」
を聞こう
と、
昨年8月と12月に都内で
「にいがた若者座談会」
を開催。
延べ約50人の生の声を集めました。
締め括りとなる東京開催の第３回目は新型コロナウイルス問題の影響を考えて残念ながら中止
となりましたが、
今年度の取組の振り返り取材を新潟市中央区メディアシップで行いました。
次年度
につながる有意義なトークの模様を紹介します。

新潟県県民生活・環境部

新潟暮らし推進課

NIIGATA
WAKAMONO
ZADANKAI
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若者のライフスタイルにあった新潟暮らしとは何か？そんな観点から8月に開催した

にいがた若者座談会キックオフイベント。
「新潟のために役に立ちたい」
「みんな新潟に帰りたいと思っている」
「帰るタイミングが不安として大きい」
などの率直な声が集まりました。
そこで参加者の本音を、
県が
「
『こんな新潟なら帰りたい』
15のアイデア集」
としてまとめました。
12月に開催された
「にいがた若者座談会」
では自由で活発な意見が交わされアイデアを評価。
今年度の総括として、
上位４案
（３位が同率で２案）
について話し合うことになりました。
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の新潟で情報が止まっている人へ向けた新潟を改めて知

登場させ認知度を向上させることで新潟の魅力を発信し

ることのできる地域密着ラーニングサービス。

来県の動機づけにする施策。

改めて新潟を学ぼう
「にいがたリカレント塾」

地元新潟のことを学ぶ機会が少なかったり、高校生まで

新潟アピール大作戦
新潟プロダクトプレイスメント

新潟の特徴ある企業・特産品・景勝地などをメディアに

新潟を離れていたので、
ミズベリング信濃川なんてイベン

「にいがたリカレント塾」
とMIXして、
自然と新潟に詳しく

トは知らなかったです。
（大滝さん）興味のある人は情報をみ

なっているのが理想です。
（五十嵐）新潟市を漫画の街と

んな自分で収集できる時代ですが、
そうでない方でも自然に

してもっと売り出し、
アニメ好きが新潟を訪れるような取り組

すっと届く情報が必要。
（星さん）一番評価が高かった
「にい

みをして欲しいです。
（鈴木さん）

がたリカレント塾」
は、
次年度の座談会やイベント等の中で、

2

企画に取り入れたいと考えています。
（五十嵐）

まずは仕事で繋がり
ふるさとに貢献を
新潟の仕事テレワークマッチング

都心にいながら新潟の仕事ができるような仕組みを作

4

今どきサブスク新潟版
月払い制「新潟暮らし」

Uターンを検討する人なら、
さまざまな地域にお試しで

り、県内企業との関係性を作り、新潟との距離感を近づ

住んで、気に入った地域に移住。住まいや交通など、暮

け、移住につなげていく。

らしに必要なサービスをまとめて月額固定で支払うことで

みんな新潟に貢献したい気持ちを持っているから、
うまく
マッチできたら面白そう。
（大滝さん）普通の副業では難し
いかも。
クリエイティブ系とか、特殊な仕事じゃないと入れな
いイメージがありますね。
（星さん）新潟県内にも起業できる

気軽に移住体験ができる。
若い子はサブスクリプションの反応がよかった。最初か
らここ！じゃなく、
いろいろな市町村を見てみたいそうです。
（大滝さん）

拠点がいくつかできたことで、若者が起業しやすい流れが
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新潟にきています。
（鈴木さん）

「参加者の熱い思いに触れました」
と五十嵐政策企画員

魚沼市をベースに活躍する大滝さんは法被姿で登場

「いろんな思いを持って移住してくる方がいらっしゃいます」
と鈴木さん

若者座談会
レビュー

新潟県県民生活・環境部
新潟暮らし推進課
U・I ターン促進班 政策企画員
五十嵐 暁之

YOUは何しに新潟へ？
移住実践者の実体験
ー今回の参加者のうち、移住者は４名
（司会進行
の新潟日報事業社 梅津 英輝さん含む）
。
まずは

にいがた若者座談会
ファシリテーター
株式会社 ニイガタ移住計画
代表取締役
鈴木 博之さん

（星さん）
ー一方、結婚を機に千葉から新潟へ移住したのが
司会の梅津さん。

コワーキングスペース
Sea Point NIIGATA 統括責任者
星 亜矢子さん

ゼーションが車で10分圏内にあります」。
（鈴木さん）
「魚沼市には天候が悪い時でも子供達が遊べる

「僕はお酒があまり飲めないし、同僚はいても友

無料の施設があったり、
市が子育て環境の充実に力

達はいませんでしたね。趣味を通じてインスタグラム

を入れていると実感できます。魚沼の家は一戸建て

「東京で新潟へのUターンを考えていた時に出

を始めたら知り合いができはじめて、筋トレ仲間がで

なので子供らも元気に走り回っていますが、
横浜では

会ったのが『にいがたknow村プログラム』のセミ

き、写真を撮りに行く友達ができました。犬を飼って

マンション住まいなのでそういうことはできません。
その

ナーでした。
そこで知った魚沼市の
『元気すもん』
と

いるので犬つながりの友達や知り合いもできまし

ほかにも魚沼の地域の行事に参加したりとのびのび

いう地域活性化団体へ1年間通い、魚沼市の地

た。自分からアプローチするのも大事なんですね」。

とした暮らしができています。
まさにそういう子育てがし

移住の経緯について話してもらいました。

域おこし協力隊に応募しました。今は魚沼市の守
門地域担当として活動しています。自然と共に生き
る
（田舎暮らしの）
ライフスタイルが大好きです」。
（大滝さん）

（梅津さん）
ー新潟の気候的な問題にも話は及びました。
「新潟はいいんですけど、冬は日向ぼっこしたい。

たかったので、
新潟で実現できて嬉しい限りです」
。
（大滝さん）
「東京では子供向けの広い屋内施設や遊具の

群馬とか長野とか冬に晴れる地域と姉妹都市協

利用は有料のところが多いですよね。新潟では無
料で利用できる施設や遊具がとても多く、子育て

「新潟を捨てて東京へ。最初の任地が新潟でし

定とか結んで、
その時期だけ行けるといいな。その

た。ダサいと思っていた新潟が意外と楽しくて、東

地で副業のチャンスがあればなおいいです。行き先

世代には大変助かります。新潟のいいところは遊

京に戻ってからもいつかは帰りたいと思っていまし

に仕事があれば完璧ですよね」。

ぶ場所が無料だったり、食べ物をもらえたりするこ

た。今は面白楽しく生活しています」。
（鈴木さん）

（鈴木さん）

いて、
新潟の専門学校に進学しました。長野と比べ

魅力を高めて猛アピールを
こんな新潟なら帰りたい

て新潟はあったかい。買い物するお店もいっぱいあっ

ー過去２回の座談会であちこちから聞こえてきた声

たんですよね。観光するなら長野だけど住むなら新潟

は
「新潟に貢献したい」。

「生まれは長野です。東京は怖いところだと思って

の方が楽しいとそのまま新潟で暮らしています」。

「参加者はみんなそう言ってました。いずれは帰

とじゃないでしょうか？というのも１５のアイデア集で
『お裾分け係数』
が実は気になってまして、私自身
お裾分けを頂く機会があり、
自分で買うと結構する
のではないかというものまで頂く事があって、確実
に生活の足しになっていると実感してます」。
（星さん）
「 確かにご近所からのお裾分け、多いですよ

りたいけど、
それまでいろいろな地域を見てみたい、

ね。12月の座談会では若者から、例えば野菜をも

ーそれぞれの人にそれぞれの背景。現状は大学進

新潟にガッツリ移住するんじゃなくて、外からちょこ

らったら
『 返すものがない 』
とお裾分けにプレッ

学や就職で新潟を離れる人が多いのですが、生ま

ちょこ関わりたいという声も多かったです」。

（星さん）

れ故郷や新潟県内に戻るきっかけやタイミングが
大事なようです。

ここが困った新潟ライフ
移住者のその後の悩み
ー大滝さんは昨年12月から魚沼市の地域おこし

（大滝さん）

シャーを感じるという意見もありました」。
（五十嵐）

「東京での生活をリセットして新潟へ戻るというの

「別にお裾分けした方は何かモノで返してほし

がハードルが高いようであれば、
ちょっとずつ新潟と

いとは考えてはいないみたいです。例えば、農家の

の関わりを深めてほしいんです。U・Iターンする前に

方から野菜をもらったお返しに商品のパックに貼

助走期間が必要かもしれません」。

るラベルをデザインしたり、
ＳＮＳで紹介したりする

（五十嵐）

協力隊に任命されました。
（今も家族は横浜に住ん

ーまた、多くの人が不安に感じている
「仕事」につ

でいて完全に移住ではなく週2日は東京、
それ以外

いては県が「起業の支援」やアドバイス、
スタート

は魚沼の2拠点生活をしています。）

アップ時の助成をやっていることをもっとアピールし

だけで十分に喜んでくれるんです。モノとデザイン
の物々交換なんてのもアリだなと思いました」。
（梅津さん）
ー続いて子育て支援に言及したのは星さんでした。

「新潟市で18年、
東京で18年、
移住を考えたのは

てみてはどうか、
という声が聞かれました。鈴木さん、

「首都圏よりは子育て環境が整っていることをア

2、
3年前です。新潟に帰りたいな、
新潟で仕事ができ

星さんが運営するシーポイントには、仕事探しが目

ピールしたらどうでしょう。地方なら大人も子供もやり

たらいいな、
とは思ってもアウトドアな環境が好きな私

的ではない首都圏からの人も多くやってくるとか。

たいことができる、
みたいな。お母さんはゆっくりカ

には新潟市は都会過ぎました
（笑）
」
。

常時あるコミュニティの存在も大きいようです。

フェで、子供は安全で思いっきり遊べる環境、場所

（大滝さん）
ーやっぱりネックは仕事なのでしょうか。
「そうですね。僕の場合は、
地域おこし協力隊の制
度が移住の助けになりました。子どもたちも休みの時
には遊びに来て、
山を走り回っています。僕は都会より
も自然の中での生活が好きなので、
いつか家族も移
住して欲しいと考えてます」
。
（大滝さん）
ー「私は新潟に来たばかりの頃、誰も友達がいな
かった」
と振り返ったのは星さん。
「専門学校を卒業してそのまま新潟で仕事をして
と、人と知り合う機会があまり少なくて友達ができる
まで半年かかりました」。
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にいがた若者座談会
コアメンバー
魚沼市地域おこし協力隊
大滝 義隆さん

「草野球をしたい、温泉に入りたいと思っても首
都圏はどこも遠い。新潟ならアウトドアやリラク

を整えればいいと思います」。
（星さん）

首都圏在住者が中心の「にいがた若者

少ない気がします。子供の楽しめる場所は

座談会」
と、新潟県の移住した女性による

大人が退屈、大人が行きたい場所は子供が

ー過去２回の「にいがた若者座談会」
と今

「女性部会」
との交流も企画検討中で、女

退屈する。例えば、子供が安全に遊べる場

回の取材を踏まえ、五十嵐政策企画員に

性視点での新潟暮らしの魅力を掘り起こし

所と併設して、
「にいがたじかん」の表紙に

令和2年度の「にいがた若者座談会」を展

ていきます。
（五十嵐）

次年度の座談会

過去２回の座談会は男性が多め。集まっ

望してもらいました。
新潟県としては初となる
「にいがた若者座

てディベートをしたいのは男性なのかもしれま

なっているようなカフェで会が開かれれば、
カ
フェでゆっくりしながら子供にも目が行き届
き、
ぜひ行ってみたいと感じるはずです。

談会」
では、多くの参加者から
「新潟はいい

せん。一方で女性はおしゃべりが好き。いろ

女性は
「素敵」
な演出が好きなので、
モノ

ところ」
「ポテンシャルは高い」
などお褒めの

いろな人がいるけど
「新潟」
で盛り上がる場

だったり、空間だったり、
かわいい小物を持っ

言葉をいただきました。ただ、座談会の参加

は大事だと思います。東京で頑張っている

ていたりと、おしゃれなカフェにいる自分を

者は７割が男性。集まるのは苦手だけど、新

新潟県人が盛り上がる場になればいいです

「素敵」
と感じる女性も多いのではないでしょ

潟の話をしたいという首都圏在住の女性は

ね。首都圏在住と新潟在住の人が行き来で

うか。新潟で暮らす自分が「素敵」
と演出で

きるような雰囲気も必要だと思います。

きることが必要だと思います。女子会のテー

たくさんいるかもしれません。自分からは発信
しないけど、誘われたら参加するとか。

（鈴木さん）

また、転出超過の６割を女性が占める一

こうして人が集まる会は時間や場所の制

方で、女性のU・Iターン相談者は３割程度に

約があるので、
コストのかからないオンライン

とどまっています。
そこで来年度は女性部会

会議をぜひ開催してほしいです。アプリを入

を新設し、座談会を継続していくことになりま

れれば会場に来れない人もコメントで参加で

した。女性メンバーが中心となって作った女

きます。過去２回の座談会でもオンラインで、

性向け移住ガイドブック「にいがたじかん」

という声がありました。オンライン飲み会で盛

や、
グラフやデータで新潟の暮らしをイメージ

り上がってリアルで会ってみようという流れも

してもらう
「にいがたへのUターンで自分らし

ありました。立ち飲み形式も有効。移住して

い ひろびろ のびのび 暮らし」等のパンフ

ほしい年代にどんな会なら参加したいか聞い

レットも活用し、女性視点の「こんな新潟なら

たほうがいいと思います。
（大滝さん）

帰りたい」
も掘り起こしていきます。

新潟は子供も大人も両方楽しめる場所が

にいがたじかん
＼ 女 性 の た め の 移 住 ガ イド ブ ッ ク ／
「にいがたじかん

暮らしたからこそわかる、私 たちのほんとうの 声 」と題し、

新 潟に移 住した 女 性 約 1 0 0 人 へのアンケート結 果をもとに、
新 潟 暮らしの 楽しみ 方 や 、移 住 のリアルな体 験 談 、
支 出シミュレーションなどを掲 載 。
新 潟 のいいところ、素 敵なモノ、おすすめスポットなども紹 介しています。
ぜひご覧ください！
冊 子をご希 望 の 方には 無 料でお 届けします。
資 料 請 求 はこちら（ P D F 版も掲 載しています）
↓
https://niigatakurashi.com/39285/

にいがたじかん

マは子育て環境とかランチ情報とか、新潟を
懐かしむようなオシャレなアイテムや演出で
誘うのもありかも
（笑）
。
（星さん）

女性目線での座談会、楽しみにしていますと星さん

