
第１回「プロジェクト創出の場」第2部

資料１：交流人口拡大の位置づけ・この場の趣旨

2021年4月5日

経済産業省 福島復興推進グループ



当日の進行①

（２）意見交換【参加者】

１．全体議論【参加者】 15：40~16：30【45分】
※自己紹介はプロフィールシート（資料２）で代替。

各参加者から、福島浜通り地域等の交流人口拡大に関連して、特に感じられているポイントをご発
言いただく。

（例）

① 地元での新たなプロジェクトの創出、既存プロジェクトの拡大にあたり、何が課題か？
② 一企業や一自治体、一個人では取り組むことが難しい、広域的／公益的な、地域の課題とは？
③ 「域外」の視点から、どのようなことに取り組むとよいと感じるか？

域外からの参加者については、この場へ参加するに際しての思い・意欲や、福島への思い、今後のプ
ロジェクト創出の場への関わり、など、ポイントを御発言いただく。

➢ 3月26日実施、第1回「創出の場」での個別議論についての説明 P6～9

（１）冒頭説明【事務局】 15：30~15：40

➢ 場の趣旨（民間・地元のプロジェクト創出、これを支えるシステム作り） 資料１



２．個別議論【参加者】 16：35~17：20【45分】※1からの移動時間5分想定

*参加者は、関心に応じていずれかのチームに参加し、議論していただく。

① プロジェクト課題チーム ※2チームに分かれて議論

✓ 交流人口拡大に繋がるプロジェクト創出や既存プロジェクトが拡大することを見据えて、課題や
対応策、その具体化に向けた方法などのアイデアを議論・まとめる。

• 地元でプロジェクトに取り組む／取り組もうとされている方から、課題や問題意識、対応策のア
イデアなどの発言をいただく。

また、一企業、一団体、一個人では難しい課題や、対応策などの発言をいただく。

例.行政単位を超えた連携（民－民、民－公、公－公の連携）、地元側の受入れるた
めの人材確保、交流拠点間の連携、事業立ち上げへのサポート

• 域外の方から見て、他地域の例なども踏まえつつ、「こういった対応の手法があるのではないか」
といったアイデアをいただく。

当日の進行②
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（３）各チームでの議論の発表【ファシリテータ】 17:25~17:40※2からの移動時間5分を想定

✓ 各ファシリテータから、それぞれのチームでの議論内容を紹介。

当日の進行③

（４）クロージング【事務局】 17:40~17:50

✓ 今後の進め方について（パイロットプロジェクトの立上げ、ワーキンググループの設置）



検討

検討

検討
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「創出の場」の進め方（全体）のイメージ

若手～中堅の
人材不足

魅力の発掘
・洗い出し

取組間の
連携

今ある取組の
魅力向上

浜通りへの
アクセス

イベントの動員
・持続力

パイロット
プロジェクト

WG
（広域課題等）

地元に金が
いかに落ちるか

事務局が調査・分析し、
検討を深堀り

第１回

プロジェクト
WG

プロジェクト
立上げ

提言

事業化

プロジェクト
立上げ

事業化

若い人が来る・
住むには

WGの求めに応じて事務局
が調査・分析等でサポート
※ただし、サポートのあり方も
参加者間で議論して形作る

課題と可能性 対応の方向性

第2回以降

議題1.
WGの進捗報告
＋参加者からのア
ドバイス

経産省等が
政策へ反映

議題2.
対応の方向性
の仮説②

参加者が関心に応じて、
特定分野のWGを主導
して立上げ＋チームアッ
プ※任意。

地域の伝統、
文化、歴史

デジタルツール
の活用

（イメージ）
若年人材呼込み
地域の魅力掘り起こし・
磨き上げ
交通アクセス
広域マラソンイベント
ワーケーション
・・・

求めに応じて、ファシリ
テートや調整等を事務
局がサポート。

政策提言を行うWGは
事務局側でファシリテート

第１回の参加者の他、地元・現場の方々や自治体からも更にご意見をお聞きする、
又は、ご関心に応じて検討に参加していただく ※具体的な仕組みは今後検討。

参加者が、現在の取組やその課題、今後取り
組みたいことを共有する中で、別の参加者から
「こういうサポートができる」、「こんなサポートはな
いか？」といった新たな提案やアイデアが発言さ
れ、参加者間で双方向の議論が深まり、参加
者間の新たな連携が生まれることを狙う。



⚫ なりわい再建や域外からの企業の呼び込みを通じて、域内事業者数は拡大傾向。

⚫ 被災12市町村のGDPは震災前から未だギャップがある（8,800億円(2010)→8,000億円(2016)）。

⚫ 建設特需は一段落（15年から減少）し、特に、域内BtoC産業（小売、飲食・宿泊、生活関連等）
のGDPは減少傾向。

⚫ 避難指示解除区域の居住人口は徐々に増加するも「戻らない」意向の住民も増加（～6割）。

⚫ 観光客数は、福島県全域では震災前水準を上回るが、浜通り地域は停滞（19年、10年比-30.5%）。

1.浜通り地域の現状

⚫ 域内への交流人口を増やすことで、域内消費の拡大が期待され、復興庁が進める移住・定住の促進に
もつながるのではないか。

⚫ さらに、この地域を訪れる人（特に若年層）が増えることは、地元の賑わいや笑顔、そして地元の誇りの
醸成にも繋がるのではないか。

⚫ 各市町村の復興の進捗状況に違いはある。しかし、程度や段階の違いこそあれ、交流人口拡大が大き
な課題であることは一般的な共通認識。こうした課題に応えるべく、国はきめ細かな支援をしていく。

⚫ 足下はコロナ禍で人を呼び込むことが難しい状況ではあるが、やがてコロナ禍が明けることを見据え、1日も
早い復興のため、コロナ禍の中でも検討を進めるが重要。この点、各市町村で復興の状況や地理的特
性が異なる点に留意し、検討を進めることも重要。

⚫ あわせて、3月常磐線が全線開通、9月伝承館が開館、常磐道4車線化も進むなど、域内への往訪の交
通インフラや観光コンテンツなどの基盤整備は進展。こうした環境変化を捉えてうまく活かすことが重要。

２.交流人口拡大の必要性



上記３.などを踏まえて、交流人口拡大に繋がる、

①プロジェクトが現にこの場から生まれること。あるいは、既存プロジェクトが拡充していくこと。

②(１プレイヤーだけでは実現の難しい)プロジェクトが、連携することで創出されることを促すシステム作り。

３.交流人口拡大の今後の方向性

①プロジェクトやシステム作りの主役は、地元の民間事業者や個人、自治体。

②そこに、域外の事業者や個人の力が加わることで、全国・世界視座での、地元の魅力の掘り起こし・プロ
ジェクトへ繋げていただきたい。

（※）経産省は、場のオーガナイズとプレイヤーへの側面支援や、主役の皆様を支える黒子の役割。

5.参加者の皆様への御期待・メッセージ

⚫ 自立・持続性の観点で、民間主導で「取組の担い手」を増やしていくことが重要となってくるのではないか。

→ 行政や支援機関は、担い手や民間投資の呼込み、民間が活動しやすい環境整備に努める。

⚫ 交通手段（特に２次交通）や、消費の機会（小売、飲食、宿泊など）の改善・拡大に取り組むと、
更なる交流人口の拡大に繋がるのではないか。

⚫ 企画内容によっては、１市町村単位で取り組むのではなく、地域やプレイヤーが広域連携して取り組むこ
とも重要となってくるのではないか。（ex.広域マラソン企画）

⚫ デジタルツールを駆使した情報発信や分析、マーケットイン（消費者起点）でのコンテンツ作りなどは日進
月歩。最新・民間ノウハウを駆使し、実行的な取組や政策を作ることが重要となってくるのではないか。

４.「プロジェクト創出の場」の趣旨



3月26日開催
第1回プロジェクト「創出の場」
個別議論の概要説明資料
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個別議論 概要

「交流人口拡大」における現状課題の整理

個別議論チーム

①プロジェクト課題チーム ※２チーム

②全国・世界視点チーム

交流人口拡大に繋がるプロジェクト創出や既存プロジェクトが拡大することを見据えて、
地域課題や対応策、その具体化に向けた方法などのアイデアを議論

議題

ファシリテーター：半谷 栄寿 氏 一般社団法人 あすびと福島／代表理事

交流人口拡大に繋がるプロジェクト創出や既存プロジェクトが拡大することを見据えて、
全国・世界のトレンド、他地域における新たな動きを踏まえ、プロジェクト創出の可能性を議論

議題

ファシリテーター：本田 勝之助 氏 本田屋本店 有限会社／代表取締役、日本遺産認定地域の統括プロデューサー（WAO）

チームA

チームB

ファシリテーター：吉田 学 氏 HAMADOORI13／代表理事、株式会社タイズスタイル／代表取締役、ビジネスゲートウェイ株式会社／代表取締役
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個別議論 概要

中山間地域と沿岸地域の距離的な違い
・中山間地域は地理的に中通りに近く、新幹線を利用する来訪客が多い
・富岡駅から常磐道のバス路線があったが震災以降は途切れている、
（便数は少ないが）新たに2方向のバスが運転され、今は3方向のバスがある

中山間地域と沿岸地域でターゲット設定は異なる

①プロジェクト課題チーム

チームA

・「来てください」の前に、行きたくないところを見直し、地元住民の
意識を変えるべきではないか。
・旅行に行きたいときに、いわき以北で中通りで1日過ごすイメージが
湧かない。最低2日くらいわくわく過ごせるようなものが作れないと。

地域間イメージ・コンテンツの違い 発信の前の“ヒト”“コト”の価値を作り込む

・人との交流が生まれる場所に努めたいと思っていても、実状は異なる
ケースもある。
・自分の仕事を休んで「その地域のためだから」こそ動いているが、地
域貢献度が高いのに両立できない。

地元貢献度の高い取組への意識の違い 受入の土台・人に興味を持ってもらう“きっかけ“づくり

地域を巻き込み、地元の熱量をあげる

チームB

テーマを絞った上でパイロットプロジェクト化
例えば・・
ダークツーリズム×ホープツーリズム
ホープのみ偏るのではなく、両方のバランスが必要

人を呼び込んで、他のテーマへの波及効果も狙う

中央省庁事業・自治体事業が数多く実施
・中央省庁事業・自治体事業がたくさん実施されている
・課題を解決していくにあたり、漠然としたテーマではなく、
テーマをわけるべき。

・地元で事業内容は実施内容が共有されていない。地域を巻き込んでい
くことが非常に重要。
・官民はもちろん、地元が中心で活動していく。

地元で事業内容・実施内容が共有されていない

・地元の熱い思いは必須条件。周りを巻き込む力に繋がっていく。
・テーマに沿って、地域の連携を進める。スポーツをするというテーマ
でも、浜通りで実施するなどで、人を呼び込んで他のテーマへの波及効
果もある

地元の熱い思いは成功の必須条件

課題 課題解決の視点

課題 課題解決の視点
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個別議論 概要

様々なことが起きた10年間
・イメージとしては依然として原発、コロナ禍の影響もあり地域
往来にはネガティブ
・ネガティブなイメージを持たれた地域ではイノベーティブにな
る可能性は大

コロナ後の価値観を捉える

②全国・世界視点チーム

・自分自身への生き方・生活を振り返る動きへシフト
・自己肯定を高めて生きていくことを考える時代へ

コロナ後の価値観への対応 人の魅力で勝負していく

・例えば、海のアクティビティ・原子力発電関係の結びつけが難しい
・交流を誘発する施設の必然性
・今まで都市では出来なかったことはチャレンジ出来る、「他では出来
ないことを面白おかしく」へ

友達を連れて来たいと思う場所がない 小さな取組からでも盛り上げていく

完璧な情報ではなく、プロセスバリューを重視

空白を可視化・“こういう取組をやっているんだ”を共有
小さなリセット活動に繋げ“グレートリセット”へ

どこの誰に届けるか
・福島からグレートリセットへ、小さなことをどこに示していくのか、
自分事の物差しを変えられるような発信が必要
・浜通りから、新しい価値観を創出していける可能性を発信

・直観を抱いた若者たちはどうぞ入ってきてくださいと受け入れる環境
づくりが重要。
・具体的に何から可視化していいか、すり合わせの前にチャレンジして
みる

これからの復興の方向性

課題 課題解決の視点



ご参考
（経産省公開資料などから抜粋）
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凡例
帰還困難区域
居住制限区域
避難指示解除準備区域

当初の避難指示区域（2013年８月時点） 現在の避難指示区域（2020年４月時点）
居住制限区域・避難指示解除準備区域を全て解除

避難指示対象：8.1万人
避難指示区域の面積：1,150km2（福島県の8%）

避難指示対象：2.2万人
避難指示区域の面積：340km2（福島県の2.5%）
解除済地域の居住人口：1.5万人（居住率32%）

避難指示区域の区分と避難対象者数の推移



（2013年8月区域設定時） （2020年3月時点）

避難指示区域からの避難対象者数 約8.1万人 約2.2万人（約5.9万人減）

避難指示区域の面積 約1,150㎢ 約337㎢（約813㎢減）

(注)避難指示区域からの避難者数は、市町村からの聞き取った情報（それぞれ、平成25年8月8日時点、令和2年3月10日時点の住民登録数）を基

に、原子力被災者生活支援チームが集計。

・

１．2020年３月、双葉町・大熊町・富岡町において、「帰還困難区域」の一部地域の避難指示を初めて
解除。

２．同時に、双葉町の避難指示解除準備区域を解除し、全ての居住制限区域と避難指示解除準備区域
を解除。

区域設定時から
約6年7か月

避難指示の解除について

●居住制限区域・避難指示解除準備区域の解除の経緯・居住状況

●今後の避難指示解除の見込み
・特定復興再生拠点区域
各町村の計画では、2022年又は2023年に全域解除予定

出所：
居住者数は各自治体調べ。田村市、葛尾村、南相馬市、飯舘村、川俣
町、浪江町、富岡町、大熊町の居住者数については、旧避難指示解除準
備区域・居住制限区域の居住者数。川内村、楢葉町の居住者数は半径
20km圏外を含む全域の居住者数。居住者数は震災後に転入してきた者
等を含む。葛尾村の居住者数は、帰村者数と避難指示解除以降の転入
者のうち村内に居住している居住者数の和。
括弧内の％は住民基本台帳人口に対する割合（原子力被災者生活支
援チームが算出）。

解除日 居住者数 時点
2014年 4月 1日：田村市 214人(83.9%) 2020年12月31日
2014年10月 1日：川内村（一部）
2015年 9月 5日：楢葉町 4,031人(59.6%) 2020年12月31日
2016年 6月12日：葛尾村 423人 2021年1月1日
2016年 6月14日：川内村 2,061人(81.3%) 2021年1月1日
2016年 7月12日：南相馬市 4,293人(55.8%) 2020年12月31日
2017年 3月31日：飯舘村 1,482人 2021年1月1日

川俣町 343人(47.2%) 2021年1月1日
浪江町 1,554人(10.9%) 2020年12月31日

2017年 4月 1日：富岡町 1,568人 2021年1月1日
2019年 4月10日：大熊町 285人 2021年1月1日
2020年 3月4日：双葉町 ー



帰還困難区域を抱える６町村への個別支援の状況

１．６町村の避難指示解除区域や特定復興再生拠点区域への帰還・居住に向けた動
きを加速させるため、町村の強み・特性を生かしながら、産業の活性化、居住・生活
環境の充実に取り組むことが重要。

２．引き続き、各町村と個別に協議を行いながら、福島県、関係省庁、相双機構が連携
して以下の案件の具体化を一層推進していく。

町村 町村の問題意識・当面の取組テーマ（例）

大熊町 ・「ゼロカーボンタウン」の実現
・先端教育（EdTech/STEAM 教育）の導入

双葉町 ・出歩くのが楽しくなる「ウォーカブルタウン」の実現
・再生可能エネルギーを最大限活用するまちづくり

富岡町 ・学習環境の充実（放課後教室の体制強化等）
・移住・定住希望者向けの環境整備

浪江町 ・中心市街地の活性化
・定住人口の拡大

飯舘村 ・農畜産業を生かした交流・移住の拡大

葛尾村 ・移住・定住者向けの住環境整備
・農業を通じた交流人口の拡大

＜取組状況の例：大熊町における教育支援＞
・経産省教育産業室の支援の下、小中学校３
校へのEdTech教材の導入を推進中。
※EdTech導入実証事業補助金を活用



【1】浜通り地域等の産業復興の状況

浜通り地域等の産業復興の状況と今後の方向性

⚫ 事業・なりわいの再建と新産業の集積が進む一方、12市町村総生産は震災前水準には戻らず、未だ
復興需要のシェアが大きく、自立的・持続的な産業発展は道半ば。市町村ごとに状況も異なる。

⚫ 人手の確保や来訪者の呼び込みなどの課題が顕在化。加えて、新型コロナウイルス感染症が地元経
済にも大きな打撃を与えている。

1.これまでの産業復興の“両輪” 2.顕在化する構造的課題 3.喫緊の課題

＋

⚫ 産業復興の“両輪”に加え、顕在化する構造的課題へ対応すべく、交流人口の拡大による人材の呼込
みと、地元での消費拡大に取り組む。人材の呼込みは、移住・定住の促進にもつながる。

⚫ 更に、全国同様、コロナ禍による企業への影響を緩和する企業支援にも取り組む。

【2】今後の取組の方向性

＋

①事業・なりわいの
再建
⚫ 官民合同チームの経営
改善や販路開拓等の
個別支援を通じて、事
業再開や創業、新事
業展開等が進展。

②新産業の集積

⚫ 産業集積の核の拠点
が整備。55社のロボッ
ト関連企業が進出。

⚫ 企業立地補助金を活
用し、399社が立地。

③人手の確保

⚫ 各まちで人口減少。

⚫ 若年層を中心に就業
者数も大きく減少。企
業立地をはじめ、産業
活動にも影響。

④来訪者の呼び込み

⚫ 浜通り地域等の観光受
入客数は、伸びつつある
ものの、震災前水準に
戻っていない。

⑤コロナ禍の影響で
厳しい経済状況

⚫ 県内の景気は、一部に
持ち直しの動きがみられ
るものの、コロナ禍の影
響により、依然として厳
しい状況が続いている。

事業・なりわい再建と
福島イノベーション・コースト構想の

更なる推進

交流人口の拡大を通じた
人材の呼込みと

地元での消費の拡大
※人材の呼込みは移住・定住の促進にもつながる

コロナ禍による
企業への影響
の緩和



福島浜通り地域等の交流人口

②教育旅行

• 相双地域への訪問学校数は、432校、17,217人(2018)。

• 震災前比較で－62.1%(2010年比)

• 対前年で見ると大きな伸び(+204校(+85.5%)、+11,396
人(+196%))

①観光客数

• 福島県全域は、57,179万人(2010)から56,344万人(2019)まで回復(1.5％減)

• 浜通り地域の訪問先の大半はいわき(755万人/1,123万人(2019)。

• 浜通り地域全体で震災前から492万人減少(30.5%減。2010年:1,615万人)。

福島浜通り地域等の誘客コンテンツ例

• 全国では宿泊数41.8%減(前年同月比,3月)。特に訪日外国人は99.9%減(前年同月比,４月)

• 被災12市町村の飲食・宿泊業の約8割が「影響あり」と回答

ス
ポ
ー
ツ

ロードレース（川俣、6月、約1100人）、サーフィン（南相馬、7月）、ツールドかつらお（葛尾、4月・10月）、田村富士ロードレース大会（田村）、かわうちの郷
かえるマラソン（川内、約1500人）、とみおか復興ロードレース（富岡）、秋空散策あるこう会in楢葉、いわきサンシャインマラソン（いわき、2月、約1万人）、相馬
復興サイクリング（飯館、南相馬、新地）、みちのく潮風トレイル（相馬）

歴
史
・

伝
統

相馬野馬追（南相馬、7月、約19万人 ※国重要無形文化財）、双葉町ダルマ市（双葉、1月、約7000人）、聖徳太子祭（大熊、4月）、ミニ野馬追祭
（大熊、7月）、鬼の里納涼夏まつり（田村、約3.4万人)、麓山神社の火祭り（富岡、8月 ※県指定重要無形民俗文化財）、浜下り神事(広野、4月)

音
楽

サムライフェスin南相馬（南相馬）、騎馬武者ロックフェス（南相馬）、サマーフェスティバル（楢葉、音楽ライブ・花火）、広野町サマーフェスティバル（8月、約
4000人）

自
然
・

風
景

請戸川リバーライン桜祭り（浪江、4月）、復興桜まつり（飯館、4月）、はやま湖森と湖まつり（飯館、7月）、シャモまつり（川俣、5月)、五十人山山開き（葛尾、5
月）、あぶくま洞秋まつり（田村）、あぶロマツアー夏（川内）、夜の森桜まつり（富岡、4月）、ウィンターイルミネーション（楢葉、天神岬）、ひろの童謡まつり（広野、
800人）

食
あぶくま洞“食ッキング”グルメフェスティバル（田村）、そばフェスタ（川内、約
3000人）、広野町収穫祭（広野、11月）

ア
ミ
ュ
ー
ズ

メ
ン
ト

野馬追振興春・秋季競馬大会（南相馬）、こどもの国ムシムシランドサマーフェ
スティバル（田村）

⚫ 福島浜通りの交流人口は、コロナ禍前でも震災前から落ち込んでおり、更にコロナ禍が拍車をかけている可能性。
⚫ 福島浜通りには、誘客コンテンツとして、中小様々なものが存在。

コロナ禍現在

コロナ禍以前


