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釧路地域とは北海道東部の８市町村（釧路市・釧路町・厚岸町・浜中町・標茶町・
弟子屈町・鶴居村・白糠町）のことを指しています。
この地域は、野生動物の聖域として国内外から注目されている湿原地帯をはじめ、
海や広大な農地・まっすぐに伸びる国道・湖・原生林…雄大な自然が特徴的な風景
です。たんちょう釧路空港や各地をつなぐJRの駅もあり、交通機関も発達しています。

主な産業は、酪農、畑作、カラマツ材を中心とした林業、全国でも有数の水揚げ高を
記録する漁業、国内唯一の現役坑内掘炭鉱の炭鉱業のほか、製紙工場や食品工場な
どの臨海工業地帯を保有するほど、沢山の産業が発達した地域でもあります。

ですが、近年は人口減少の傾向にあり、空き家・空き店舗の増加、域内消費額は低下
し、有効求人倍率も低下するなど、外に人もお金も流れてしまっているのが現状です。

これが私たちが活動する街、釧路です。

厚岸町
浜中町

標茶町

弟子屈町

白糠町
鶴居村釧路市

釧路市
釧路町
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釧路を元気にしたい、その想いだけでこの1年は言葉の通り突っ走りました。
2014年春に市民団体（2014年度は kobit、2015 年度からはクスろの名前で活動)を
立ち上げ、手探りながら行ったこの1年の活動を本冊子ではまとめています。

私は高校卒業まで釧路で育ち、大学進学を機に札幌に移りました。そのまま札幌
で就職し、3年勤めた後、家業を手伝うために釧路に戻ってきました。
私は釧路が好きです。
「故郷だから」「大事な家族や友達がいるから」「無くなるのが嫌だから」そんなあり
きたりな理由も含め、釧路に戻ってからあらためて感じた、広大な自然・豊かな食・
面白い人々を知れば知るほど好きになっていきました。
自分が今いる場所・生まれ育った場所をどうにかできないか、戻ってきてからはそ
んな情動に日々駆られていました。
私と同じように進学・就職を機に釧路を離れた友人たちと集まった際、みんな口を
揃えて「いずれは釧路に戻ってきたい。でも、今はまだ帰りたい街になってはいない」
と言っているのを耳にしました。その中で、私の想いに共感してくれ「今からでも何
か始めよう！」と杯を交わしてくれた仲間がいました。それが今のクスろメンバーです。

そこからの日々は、この冊子を通して感じていただければありがたいですが、これま
で出会ったことのない様々な人と知り合い、マブダチになり、恩返ししたい人が増え
続け、これまでにないワクワクを感じています。

まだまだ荒削りではありますが、この1年の活動が少しずつでも実を結び、釧路が
元気な街になっていくよう、今後も温かく・厳しく・楽しくみなさまにご協力いただ
ければと思っております。

クスろ代表　夏堀めぐみ

はじめのごあいさつ
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クスろとは「クスッ × 釧路」が名前の由来になっている
北海道釧路市で活動する市民団体です。

新たな出会い・アイデア・アクションを生み出し続けることで、
クスッと笑顔で過ごせる元気な街をつくっていきます。
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現釧路民

元釧路民

釧路ファン

NPO団体

釧路市

管内企業

MEMBER
体制・メンバー

クスろは、東京や札幌在住の地元を元気にしたいというハートのある「元釧路人」、他地域
で過ごした経験のある「Uターン者・移住者」、生まれた時からずっと釧路の「現釧路人」、
釧路の人や資源を愛してやまない「釧路ファン」等で構成されており、釧路市を拠点に活動
しています。メンバーは20代が中心に構成され、職種は多岐に渡っています。

現在、魅力的な人の紹介『「ひと」めぐり』の取材編集には、 活動に共感してくれた市民ライ
ターに協力してもらい、その人数は徐々に増えてきています。今後もクスろメンバーは個人・
団体・教育機関・企業・行政など様々な方々にご協力いただきながら、プロジェクトごとにチー
ムを構成して実行するオープンな体制で取り組んでいきたいと思っています。

平成26年度釧路市「元気な釧路創造交付金事業」の助成金を受けて活動をしています
本冊子では「釧路」は釧路市内だけではなく、釧路管内 (近隣の町村も含 )を意味します
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2014
kobit 発足 WEB製作

写真・デザイン・コンテンツ整理 2015

4plil 5ay 6une 7uly 8ugust 9eptember 10ctober 11ovember 12cember 1anuary 2ebrary 3arch

9/21 第１回クスろワークシ　　　ョップ実施

9/17, 9/22 霧多布高校「浜中学」　　 講師

12/13 第2 回クスろワークショップ実施 2/22 第3回クスろワークショップ実施

12/24 「百聞は一見にシカずナイト」実施

1/2 クスろう夜実施 報告書製作

「釧路地域の魅力的な人」の取材編集・　　記事公開

VISION
体制・メンバー

クスッ
だれもが　　　　

クスックスッ
とすごせる街に

SCHEDULE
活動スケジュール

釧路の人を観光資源に1
訪れる人にとって友達・親戚・憧れとなるような「会いに
行きたい人」をつくることで、釧路がその人にとっての第 2
のふるさとやサードプレイスになることを目指します。
魅力的な人の紹介に加え、その人
となりや生き方に触れる体験が出
来る機会を創出します。

来訪者 釧路民×

釧路民釧路民 ×

元釧路民 釧路×

×釧路 他地域

来訪者 釧路民×

釧路民釧路民 ×

元釧路民 釧路×

×釧路 他地域

p.10
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2014
kobit 発足 WEB製作

写真・デザイン・コンテンツ整理 2015

4plil 5ay 6une 7uly 8ugust 9eptember 10ctober 11ovember 12cember 1anuary 2ebrary 3arch

9/21 第１回クスろワークシ　　　ョップ実施

9/17, 9/22 霧多布高校「浜中学」　　 講師

12/13 第2 回クスろワークショップ実施 2/22 第3回クスろワークショップ実施

12/24 「百聞は一見にシカずナイト」実施

1/2 クスろう夜実施 報告書製作

「釧路地域の魅力的な人」の取材編集・　　記事公開

釧路の中の人をつなげる

釧路と他地域とつなげる

釧路を離れた人をつなげる

2

4

3

釧路を訪れる人を街全体であたたかく迎え入れられるよう
に釧路在住の人同士で想いや活動を共有し、気軽にアク
ションを起こせる場の提供するために、ワークショップやイ

他地域からの今までに無かった視点や感性によって、釧路
の街が元気になる新しい交流の形をつくります。 お互いの
特徴や資源となるヒト・モノ・コトを掛け合わせ、刺激し合え

釧路を離れてしまったけど地元のために何かしたい！という
人の「想い」と釧路の「街」をつなげ、日本中のどこにいて

ベントの企画・運営を行います。

る関係を築きます。

も地元釧路を盛り上げることので
きる選択肢を広げます。

来訪者 釧路民×

釧路民釧路民 ×

元釧路民 釧路×

×釧路 他地域

来訪者 釧路民×

釧路民釧路民 ×

元釧路民 釧路×

×釧路 他地域

来訪者 釧路民×

釧路民釧路民 ×

元釧路民 釧路×

×釧路 他地域

来訪者 釧路民×

釧路民釧路民 ×

元釧路民 釧路×

×釧路 他地域

来訪者 釧路民×

釧路民釧路民 ×

元釧路民 釧路×

×釧路 他地域

来訪者 釧路民×

釧路民釧路民 ×

元釧路民 釧路×

×釧路 他地域

p.20

p.28

p.31
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PEOPLE
TOURISM RESOURCES

釧路の人を観光資源に
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釧路を支えている
魅力的な人を全国に発信

釧路にはたくさんの魅力的な名所・自然・
食などの資源があります。そして、その裏
側には街の資源や産業を支える魅力的な
「人」が大勢います。それをもっと多くの人
に伝え、実際に会いに来てもらうことがで
きたなら、きっと釧路のファンは増えるに違
いない！という共通の想いで私たちは活動
をしてきました。
釧路に「繰り返し会いに行きたい人」がで
きることで、100人の人に1度来てもらうよ
うなつながりではなく、1人の人が100 回来

てくれるような深いつながりができると考
えています。そして、釧路を訪れる人にとっ
て釧路が第2のふるさとやサードプレイス
となれるよう、様々な取り組みを実施してい
ます。
今年度は、魅力的な人を知ってもらうウェブ
サイト「クスろ港」の開設と、魅力的な人と
会えるイベントを実施しました。「クスろ港」という名前は、クスッとできるコン

テンツの発信・北国特有のなまり・港町であ
る金川路をイメージしてつけました。
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WHY 'PEOPLE'
なぜ「人」なのか？

近年、少人数の旅行体系の多様化により、従来の「名所」「食」といった観光目的に加え、人
との出会いや交流によって旅を思い出深くしたいという交流型・体験型観光のニーズが高ま
りつつあり、今後ますます「旅先の人との交流」が重要な観光資源となってくると考えられ
ます。その土地に友達や親戚のような付き合いが出来る人や、時には憧れの存在となるよう
な人とと知り合うことができたら、「またあの人がいる釧路に行こう」となるはずです。旅の
目的がその土地の「人」になれば、繰り返し訪れる人が増えると強く感じています。

MEMORABLE TORIP

PEOPLE

心に残る旅になる！

new

NATURE

FOOD

なんでもある!

海鮮物も
乳製品も

釧路では名所・自然・食は数多く発信されているのに比べ、観光資源として魅力的な「人」
の発信はほとんどされていません。そのため、来訪者は交流はおろか、釧路にどのような魅
力的な「人」がいるのかを知ることすら難しいのが現状です。
そこで「釧路の魅力的な人の紹介」と「その人に直接会いに行ける方法」を発信し、来訪者
と市民とをつなげることで、旅の体験価値は大きく上がり、より深く心に残る特別な旅をつ
くることができると考えています。
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WEB SITE
魅力的な人を発信する「クスろ港」

http://kusuro.com

釧路の魅力的な人を発信するために、2014年9月に『クスろ港 ー くしろでクスッと「ひと」
めぐり』というウェブサイトをオープンし、サイト内の『「ひと」めぐり』というコンテンツ
にて、定期的に魅力的な人を紹介しています。
魅力的な人のフィールドで取材をさせてもらい、現在の取り組みとそこに至る過去やその人
の内面に迫り、今後達成したい夢や希望があればその未来も伺います。

「クスろ港」という名前は、クスッとできるコン
テンツの発信・北国特有のなまり・港町であ
る金川路をイメージしてつけました。
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記事を書く際には、2つのことを心掛けています。1つは、その人らしさがより伝わるように、
仕事や活動の現場がリアルに伝わる写真・文章表現をすること。2つ目は「読み手」「魅力的
な人」「紹介している書き手の私たち」の三方が嬉しい記事にすることです。
『「ひと」めぐり』の発信を始めて約半年が経ち、記事を読んで「会いに行きたくなって実際
に行ってみた」という声もちらほら聞くことができるようになってきました。

「魅力的な人」ってどんな人？

私たちは、
取材をしています。

私たちは、以下のような取り組みを行っている・マインドを持っている人を「魅力的な人」
とし、取材をしています。

釧路が好きである
釧路の産業を支えている
釧路ならではの魅力を伝えている
自分なりの楽しみ方を見出だしている

何らかのプロフェッショナルである
やりたいことを形にしている
挑戦し続けている



15

海とお祭りとまちを愛する
名物漁師さん

長崎進悟さん

vol.1

いっぱいいるなら食べちゃおう！
ザリガニ料理ブラザーズ

石川栄一さん・武司さん

宿とガイドから自然の素晴らしさを
発信する伝承者

安藤誠さん

もの作りへの向き合い方を体験さ
せる日本一の模型専門店

三宅一明さん

奄美の旅人と山梨の旅芸人が営む
楽しくてちょっと怪しい
民宿・カレー屋

増田和美さん・やよいさん 

家族と暮らす地元の牛乳で地域
貢献したい！
男前なソフトクリーム屋さん

舘石吉貴さん

ケーキも仮装もユニークに楽し
む！オーダー専門ケーキ職人

笹田悟子さん

チームワークで焼きたてのパン
を提供し続けるパン職人

請川賢彦さん

美味しく楽しく実直に！
命と関わるエゾシカハンター

菊地和広さん

居心地の良い車内をつくる！公私
ともに運転好きなタクシー運転
手さん

浪岡健一さん

活き活きするキッカケづくりがラ
イフワーク 人と人とをつなぐ
イベンター

相原真樹さん

元気な女性を応援したい！真面目か
つケセラセラな市民活動家 

森崎三記子さん
相座聖美さん

クスろ港で取材した魅力的なみなさん

vol.2

vol.3

vol.4

vol.5

vol.6

vol.7

vol.8

vol.9

vol.10

vol.11

vol.12
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魅力的な人に会える
イベントの実施

魅力的な人をウェブサイト上で発信する次
のステップとして、実際に会える機会を作
ることが必要だと考えています。
そこで、今年度は『「ひと」めぐり』vol.10 で
ご紹介したエゾシカハンターの菊地和広さ
んをゲストに迎え、道東地域に多く生息す
るエゾシカをもっと気軽に美味しく食べる
イベント「百聞は一見にシカずナイト」を開
催しました。

菊地さんが狩り、捌いたエゾシカ肉を参加
者のみなさんといただくだけでなく、菊地さ
んのトークも交え、狩猟・解体の様子を動
画で流しました。固苦しい学びの場ではな
く、クスッと笑えるプログラムや雰囲気作り
を心がけたことで、参加者と菊地さんの間
に自然な交流が生まれ、食という体験を通
して身近な資源の価値に気づいていただけ
たように感じます。
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2014 年度はウェブサイト・イベントを通して、
釧路の魅力的な人を発信してきましたが、
『「ひと」めぐり』の取材を通して改めて確
信したのは、本当にその人の魅力に迫るに
は、「その人のフィールドで」「実際にその
体験ができる」機会を提供する必要があ
るということです。

今後は、これまで実施した「知る」「会う」
機会に加え、市民・釧路を訪れた人が魅力
的な人とともに「体験」をできる場をつくっ
ていきたいと思っています。

OUR CHALLENGE
もっと「人」を観光資源にするために

例）
炭坑員と石炭ストーブで炙る干物で一杯
海で漁師と漁師飯を食べられる朝ご飯会
アイヌの木彫り職人によるカトラリー作り

知る

会う

体験する

ウェブサイト・冊子での紹介

イベントのゲスト

魅力的な人

各フィールドでの体験
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PEOPLE

kUSHIRO　kUSHIRO
釧路の中の人をつなげる
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訪れる人を誰もが
迎え入れられる街に

全国から多くの人が、魅力的な人に会いに
釧路に訪れて欲しいというのが私たちの想
いですが、それに伴い、訪れた人をどう迎え
入れるかも重要な課題です。
せっかく魅力的な人に会えても、そこに至る
までの過程が満足できないものだったら、
釧路への印象は決して良いものにはなりま
せん。釧路を訪れた人が満足して帰っても
らえるように、そして再び釧路に来たいと
思ってもらえるように、迎え入れる側の私た
ち市民は釧路という街を知り、アピールで

きるようになることが重要だと思います。
そうなるためには、釧路の魅力・課題・解
決策を共有し議論し合う場が必要だと感
じ、「クスろワークショップ」を開催するに至
りました。
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WORKSHOP
クスろワークショップの開催

1st

2nd

3rd

クスろワークショップは、釧路の魅力・課題・
解決策を共有し議論し合うという目的で実
施しました。これは「地域おこし」「まちづ
くり」といったそんな大それた話ではなく、
親戚や友人といった自分のちょっと近い人
たちが釧路に来た時にクスクス笑顔で過ご
せる、そんなキッカケ作りの場になって欲し
いと思い、誰もが親しみやすく、ワークショッ
プの名前通り「クスっと」なってしまうよう
なテーマ設定を試みました。
2014年度は毎回テーマを変え、釧路市内
で計3回のワークショップを開催しました。

釧路に来た人へのもてなし方・釧路らしさ
についての「共有」を主眼を置いた1回目、
釧路に抱いている課題感から理想の街のア
イデアの「発散」を目的とした 2回目、そし
て3回目は1,2回目の成果をもとに私たち
クスろが考えたアイデアに対しての参加者
からコメントをもらう場としました。
3回とも毎回40名近い方が参加してくださ
り、その年代も20 代～60代と幅広い層に
集まってもらうことができました。
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1st

2014/09/21
釧路市立博物館 自分らしいお出迎えスタイルを考える

2nd

2014/12/13
This is EST

こんな釧路だったらイヤだ 
- 最悪なシナリオから考える、理想の街ってなんだろう？

3rd

2015/02/22　
マリントポスくしろ

クロシロクシロ 
- 私たちが実現したい「これからのクシロ」にクロシロ判定を！

1st

2014/09/21
釧路市立博物館 自分らしいお出迎えスタイルを考える

2nd

2014/12/13
This is EST

こんな釧路だったらイヤだ 
- 最悪なシナリオから考える、理想の街ってなんだろう？

3rd

2015/02/22　
マリントポスくしろ

クロシロクシロ 
- 私たちが実現したい「これからのクシロ」にクロシロ判定を！

第1回目は、釧路の観光を自分ごとにすることを目的に、まずは他の人がどのように釧路に
来た人をもてなしているのかや、自分が思う釧路らしさ・釧路の魅力を共有してもらい、 自分
らしいお出迎えスタイルをグループに分かれて考えてもらいました。

第2回目は、釧路の課題を解決するためのアイデアを考える目的で実施しました。まずは個
人で釧路に抱いている課題をグループで共有し、各グループで「こうなったらイヤだ」という
最悪の街のシナリオを考えてもらいました。次にそれをひっくり返して最高の街のシナリオ
を作り、全体で共有しました。参加者からは、いつもと違う視点で釧路を見ることができた
という意見を多くもらうことができました。
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1st

2014/09/21
釧路市立博物館 自分らしいお出迎えスタイルを考える

2nd

2014/12/13
This is EST

こんな釧路だったらイヤだ 
- 最悪なシナリオから考える、理想の街ってなんだろう？

3rd

2015/02/22　
マリントポスくしろ

クロシロクシロ 
- 私たちが実現したい「これからのクシロ」にクロシロ判定を！

第3 回は、第1，2回のクスろワークショップの成果をもとにクスろが考えた「これからの釧路」
のアイデアに対して、参加者から意見をもらうことを目的に実施しました。前半は「発信者か
ら見た釧路」をテーマにゲストスピーカー5名によるキートークを行い、普段知る機会のない
発信者側の視点を知る時間を設け、後半はグループに分かれて各アイデアを深めました。ゲ
ストからは釧路の方々は熱い！というコメントもいただき、釧路に対して真剣に考える人の多
さをあらためて感じた機会となりました。

外からの視線を入れる

釧路を多角的に捉えるために、市内だけでなく他地域で活動している方々にもご協力いただ
き、第三者的な視点を取り入れました。

ボランティアやNPO活動を経て、社団法人を
設立。東京・神奈川を中心に、企画・ワークショッ
プの構築・ファシリテーターを主に担当。ク
スろ設立当初にダメ元で依頼したところ快諾
をいただき、全3回のアドバイザー・ファシリ
テーターとして協力していただきました。

雑誌「北海道生活」や「poroco」の企画・編
集・発行を担うプロダクション。釧路のフリー
ペーパー「KUSHILOG」も担当しており、そのデ
ザイン性の高さに惚れ込んだメンバーがゲス
トスピーカーを依頼し、3名の方が来釧し編集
者から見た釧路を語ってくださいました。

株式会社コスモメディア
八木さん・奥山さん・江里さん鈴木 高祥さん

神奈川を拠点に活動
ファシリテーター(全3回)

札幌拠点の編集プロダクション
第3回ゲストスピーカー
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気軽に街の話ができる場
の定期的な開催の必要性

日常生活をしている中で、真剣に街の話を
する機会は多くはないと思います。それも
職種・年代を超え、一度に多くの人と話せ
る場所はそうそうありません。しかし3回
のワークショップを通し、そういった機会を
求める人が多いことに気づかされました。
一方で、「地域おこし」「まちづくり」といった
キーワードを出した瞬間に、興味を持てな
くなったり、自分ごととして考えられなくな
る人が多いのも事実です。

クスろワークショップにおいて、幅広い年代
や職種の方々が参加してくれたという結果
を見ると、私たちの切り口である「クスッと」
というアプローチは、その解決への糸口に
少しだけ近づけたのかもしれません。
今後も、気軽に楽しく、でも真剣に釧路に
ついて議論し合える場を継続的に開催し、
これまでそういった取り組みに参加しにく
かった層をより巻き込んでいく方法を探し
て行く必要性を感じています。
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釧路を離れた人をつなげる

PEOPLE

AREA

KUSHIRO
formerly lived in
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釧路を離れても応援
できる仕組みを作りたい

釧路を離れてしまったけど地元のために何
かしたい !という人の「想い」と釧路の「街」
をつなげ、離れていても釧路を応援できる
機会を増やします。
帰省の度に加速する中心部のシャッター街
化を見て、進学や就職を期に釧路を離れて
しまった人たちの嘆く声をよく耳にします。
ですが、実は寂しいことばかりではありま
せん。まだまだ釧路でイケてる仕事をし、
楽しみながら街を支えている人は多いので

す。釧路の「今」を支えている人たちの仕事
や活動がこれからも続くように、釧路を離
れているからこそ出来ることがきっとたくさ
んあるはずです。
「地元釧路に対して何か関わっていきたい
けれど具体的に何をしていいのかわからな
い」そんな一歩目を探している方々の背中
をポンッと押せるような仕組みをつくって
いきます。
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KUSURO NIGHT
クスろう夜の開催

同郷の人と楽しく飲みながら気軽なつなが
りをもつことを目的にした、クスッとできる
どころか爆笑できる飲み会です。ちなみに、
心のふるさとが釧路であればどなたでも大
歓迎です。
今年度は「地元が釧路だけが共通点の人と
正月にまったりこってり呑もう!」と題し、帰
省者の多い正月に合わせて実施しました。
参加者は生まれも育ちも今も釧路な人・正
月に帰省した人・移住してきた人等さまざ
までした。特に帰省した人の多くは、釧路に
帰ってきても高校までの友人や親戚としか
会わないことが多いとのことで、今釧路に
住む人と交流できるの新しい場となったよ
うです。

今後は、メンバーが住む札幌や東京でも開
催を予定しています。「釧路」という単語を
聞いただけで、ちょっと反応してしまったり、
思わず熱く語ってしまったりする、そんな人
たちの釧路に関われる選択肢を少しでも広
げられるよう、私たちはこれからも奮闘し
続けます。
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AREA

kUSHIRO　OTHERS
釧路と他地域をつなげる
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47の全国の視点が
交錯する街を目指す

全国の地方都市の多くは釧路と同じような
悩みや課題を抱えていますが、地域によっ
て特徴や解決方法は異なるため、他地域と
共にお互いの共通部分や異なる部分を見つ
け合うことで、気づきや学びが得られるの
ではないかと考えています。
具体的な施策はまだまだ検討中ですが、お
互いの土地を行き来してフィールドワーク
をしたり、取り組みを実際に支援したりと、
その土地と強く深く関われる仕組みをつく

ることで、遠くからはるばる来た「お客様」
ではなく、遠い土地からサポートする「メン
バー」の1人になれると思っています。
メンバーが全国にでき、47の様々な視点が
入れば、これまでは当たり前だった街の習
慣や文化を良い意味で壊すことができるは
ずです。多様な価値観の交錯によって変化
し続けられる、そんな街に釧路をしていき
たいと思っています。
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RESEARCH
他地域の視察を実施

今年度は兵庫県丹波市を訪問し、「人めぐり
ツアー」を体験させてもらいました。
丹波市は兵庫県中央に位置する、人口6万
7千人の山や川という豊かな自然と田畑に
囲まれたのんびりとした雰囲気の街です。
ここ数年、I ターン・Uターン者の増加が目
覚ましく、その大きな理由の一つに、そういっ
た人達の受入先として市内に数カ所ある
「シェアハウス」の活用が上げられます。シェ
アハウスが起点となって地域の人とも交流
がある新たなコミュニティが広がっていま
した。
そこで感じた、釧路にいま不足していること
は、釧路以外の「人」と「価値観」を受け入
れ共存できる気持ちと仕掛けです。

釧路でも内外の人が気軽に出入りでき、リ
アルな人同士の交流が生まれる場をつくっ
ていくことの必要性を強く感じました。
一度きりの取り組みで終わらないように、
継続的に他地域へ行くこと、そして他地域
で活躍中の多くの仕掛け人に釧路に来ても
らうことを計画しています。
こちらが他地域に行く際には、その土地の
メンバーに一人でも多くなれるよう、多くの
みなさまに参加していいただく方法も合わ
せて検討中です。他地域の方に釧路に来て
もらう際には、気軽に出入りしやすい環境
を整えることが必要だと考えています。
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「釧路を盛り上げて何がしたいの？」とよく
聞かれます。
私たちは自分たちの暮らしと街は切っても
切れない深い関係だと思っており、身の周
りの暮らしを面白く楽しくすることで、街の
盛り上がりにつなげることができると考え
ています。そのため、どんな時も「自分ごと」
で捉える発想を基本にし、身の周りででき
る小さいことから始めています。
今年度はそんな「自分ごと」から小さく始め
た取り組みに、個人・団体・教育機関・企
業・行政など釧路内外から多くの協力や応
援をいただきライター・参加者・当日スタッ
フ・相談など、多岐にわたる関わり方を通
し様々なことを学ばせていただきました。
あらためて皆様にお礼申し上げます。
今後もそんな風に、柔軟かつオープンに「や
りたいこと」を共有できる仲間とともに、
多くのことに挑戦していきたいと思ってい
ます。道東の釧路という街が今めちゃめ
ちゃ面白い！イケてる人がいる！と感じても
らい、今まで考えたこともなかった人たち

が釧路に関わってみたいと思ってもらえる
ように、ますます活動していきたいと思って
います。
今後とも、クスろにどうぞご期待ください！

FUTURE 今後に向けて
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COMMENT 外から見たクスろ

クスろワークショップ　ファシリテーター

鈴木 高祥さん

初めての釧路、食・景色・自然・人のバランスがちょうどよく感じました。中心街が寂しいのはど
の地方地域も課題ですが、それに対してどうにかしようという意識ある市民が多いという印象を
受けたのがクスろワークショップでした。クスろが凄いのは「人とのつながり」「デザイン力」だけ
ではなく「街の課題を未来につなげるために、多様な人と同じ目線に立て対話できる場を作るこ
と」にあると思います。クスろだけでは当然、街の活性化はできません。彼らは兆しであり、きっ
かけとなる要素なので他団体とのコラボや協働がとても大切です。
応援のほどよろしくお願いします。

淺見 仁さん
釧路市総合政策部長　 

市では地域の課題を市民と行政が共有し、協働・連携して事業を実施することにより、地域の
活性化を図ることを目的として「元気な釧路創造交付金事業」を実施しています。
「会いにいきたい人がいる街、釧路」を全国に発信したいというクスろの提案は、審査員のハート
を確かにつかみました。そして気付けば、私はワークショップの一参加者にもなり、毎回新たに生
まれる「ワクワク」と釧路の人々の秘めたるパワーが湧き起こる瞬間を肌で感じています。
このまちに新しい何かをもたらす希望の光、クスろのこれからの展開を私もとことん追いかける
覚悟です。

相原 真樹さん
裸心プロジェクト 代表

釧路は釧路市のほか近隣の8市町村で成り立ち、それぞれすべてが魅力的です。では、その魅力
とは具体的に何かと聞かれて出てくることは、「どこどこの誰さん」とか「これこれのお店」という
ことです。街の魅力って「食と観光」みたいな言葉で片付けられるものではなくて、本当は好き
な “人”や “お店 ”がたくさん出来たことによって、その街を好きになると思うんです。だから「会
いにいきたい人がいる街、釧路」を全国に発信するというビジョンを掲げるクスろにはとても
共感しています。若くて優秀な “人”で支えられているクスろにはとても期待しています！



クスろ （2014年度は「kobit」の団体名で活動）
お問い合わせ  info@kusuro.com
WEB　http://kusuro.com

平成26年度釧路市「元気な釧路創造交付金事業」


