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浜通りのこれから、５つの軸。
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【Ａ．情報と人が集まり可視化されつながる拠点&ポータルづくり事業】
キーワード：点と点と線に面に。サポート体制づくり。

（実施中の事業アリ：ふくしまみらいPrjやまちづくり補助金など）
空き家・拠点づくり（現状マップの可視化：調査：提案）
⇒交流定住人口化推進は結局、人のづながり・ともの場。

【Ｂ．観光から移住を包含したワーケーション推進事業】
キーワード：ツーリズム・ワーケーション（観光・移住含めた戦略）・企業研修

【Ｃ．様々な取組を成功させるプロジェクトメイクチームのサポート事業】
キーワード：情報発信 弱みプロ集団。（取材⇒共有⇒プロジェクトメイク＆情報発信）

メディアではなく、企画。プロジェクトメイク （クラファン企画チーム）
若手をどう取り組むか？？ SDG’ｓ プロジェクト参画しやすい仕組み
「農業」や「ものづくり」「まちづくり」の見通しの立つ方向性と取組磨き上げ。

【Ｄ．自治体との関係づくり】
キーワード：受け皿どうつくる課題。地域おこし協力隊（右腕になる人）活用。

ふるさと納税（toC）＋ふる納：企業版（学び・事業協業・CSR）活用した企業巻込み。

【E.目玉！づくり】
キーワード：広島に原爆ドームと資料感あるように、福島だから出来る世界に通じる美術館づくり。

日本で最もRE100なFactory集積地。最もレジリエンスなまちや事業者づくり。
スポーツや、エンタメや祭りや公園など目玉となる「浜企画」



浜通りを「知る」。
浜通りに「参加しよう」。
浜通りを「応援しよう」。

ポータルの参考事例「Local Good」。

A



拠点事例：市民活動の場として「公民館」が外部に開かれている。A



多くがワーケーションを
こう理解している。

Seeing
（昭和観光）

ワーケーション視点で地域受皿再構築。
魅力情報編集の再編集。

B
観光に求めるものが急激に変化。
観光事業と定住推進は不可分。



地域魅力の再編集。

B



C

「コンセプト」「目的」「企画」「取組内容」「PR」「企画」・・・
プロフェッショナルがちゃんと、磨き上げ、「戦略デザイン化」

浜通りの「取組み」を格段にレベルアップする
「プロフェッショナルチームのサポート体制」



D

企業版ふるさと納税制度 企業にとってのメリット

浜通りの「自治体」と連携することで
これだけ、「三方良し」となる各種制度を学び取組むサポート事業。



視座を高くし、「目玉」として
「ブレイクスルー」を図るプロジェクト。

E



①交流人口拡大に繋がる人材へのサポート体制のあり方
・「交流人口拡大に繋げるプロジェクトを創出する人材へのサポート体制」という意味でしょうか。
・その人材の右腕になって、一緒になって考えて、汗をかいてくれる人そのものがサポート体制とし
て最も必要。参加の皆さんは、どの方も素晴らしいし、それぞれ個として「縦に」突き進んできた方。
そうした私たちが、「横の」連携を図って何らかのプロジェクトに取り組もうとすると、相応の右腕
人材が必須。このような右腕人材の不足は、私を含め参加の皆さんに共通することかと思う。

②人が集う交流拠点の創出
・大震災と原発事故による震災遺構を体感するとともに、未来志向の再エネ、ロボット、ドローン、
水素カーなどを体験し、自分自身と社会のありたい姿に思いを馳せ行動を促す拠点とプログラ
ムを創出し続けたい。そうすれば、福島側のプロダクト・アウトではなく、全国や世界の人々が自
ら交流したくなるマーケット・インの福島になると思う。

半谷栄寿様



①交流人口拡大に繋がる人材へのサポート体制のあり方
・個人的にこれまでの交付金や補助金等でサポート体制は充足していると考えています。もし創
出の場に サポートを求めている人がいるのであれば、個別の悩みに対応できるよう事務局が窓
口となり調整してみ てはいかがでしょうか。

②人が集う交流拠点の創出
・この「創出の場」がまさに交流拠点（機会）なのではないでしょうか？
・また、弊社が運営している「葛尾村復興交流館あぜりあ」も葛尾村の交流拠点となっています。
・飯館村の道の駅までい館、浪江町の道の駅なみえ、楢葉町のならは CANVAS、富岡町の
学びの森な どもあります。富岡町にあるふたばいんふぉや、南相馬市小高区にある小高ワー
カーズベース、広野町と 楢葉町にまたがる J ヴィレッジなども交流拠点ではないでしょうか？
・交流拠点が「ない」のではなく、「施設があることを知らない」「使いづらい」もしくは「そこの場所
を使ってい る方を知らない（もしくは仲が悪い）」などが原因なのではないでしょうか。箱物は
あることよりも、そこで何 を行うかが重要だと考えます。特にそこの施設を使う（集う）人財がど
のような特徴を持った方なのかによ って、その施設が魅力的であるかどうかにも関わってきます。
「新たに作る」という発想より、いかにあるものを 活かすかを検討すべきではないでしょうか？

米谷量平様



場の目的と事務局の役割等の再定義、とても素敵です。
また、ワールドカフェの採用、非常に喜ばしいです。
大人数の会議は、必要に応じ小分けにした方が、参加者それぞれの発言時間を長くでき、多くの意見・アイディアを場へ提供することができます。

ワールドカフェは、場の一体感をつくったり、成果として集合知を取るのに非常に有効ですが、成果がやや抽象的なものになることも多いです。
プロジェクトを創り出すのに有効な手法でOST（オープンスペーステクノロジー）があります。参加者の中で、場で話したい話題がある人がテー
マを掲げ仲間を募り、分科会を作って話し合い、プロジェクトを創出します。
どちらも、全体の場を設計する1人のファシリテーターが非常に重要で、経験豊富な専門家を招いて、一緒に企画・実行・振り返りまで伴走して
いただくと良いと思います。
また、福島地域内の方に依頼せずに、他の地域から招くことで、公平感・安心感をより確保できることは、未来会議で経験を重ねた実感です。

創出の場では、ワールドカフェで参加者の持っている課題や資源や動機を共有し混ぜ合わせる回があったり、OSTで具体的プロジェクトを創り
出すことを目指す回があったり、学ぶことに特化した回があったりすると良いと思います。参加者の状況は様々なので、興味ある回を選んで参加
できるような仕組みも良いのかなと思います。未来会議では2013年当時、開始から４か月目の第３回でプロジェクトを創り出すOSTを行なっ
て、プロジェクトが生まれていました。

ワールドカフェで話す対話テーマについては、全体を２つのテーマに分けて同時進行すると、参加者が両方に興味ある場合、片方は自分が参画
できないまま場が進行してしまうので避けた方がいい気がしますので、プラン通りの方法で大丈夫かと思います。
ただ、3ラウンド構成はワールドカフェの最小限状態なので、やや物足りなさが残ると思います。オンラインだと5人で15分は短すぎてしまうかも。
1ラウンド目で場が温まるので、2テーマ分を併せて４～5ラウンド構成にして、中間あたりで②のテーマを追加して話していく手もあるかも知れま
せん。
これらは、プロのファシリテーターであれば、もっと良い方法を提示し実行くださると思います。
対話の成果の収集については、オンラインの場ではなかなか難しい面がありますが、スタッフの方や足りなければ参加者で可能な方が、各部屋
のホスト役になって簡単なメモを取り、終了後に全体へ共有し、ファシリテーターがまとめると良いと思います。ファシリテーショングラフィッカーがい
ると、さらに視覚的にわかりやすい成果物が得られます。
（この場では、参加者に分科会の代表発表をしてもらうと、自分の意見に言い換えてしまう方も見受けられるように思います）
次回以降のテーマについては、それを議論する時間を取ってもいいし、ワールドカフェの中で浮かんできた事柄のなかから選んでいく方法もあるか
もしれません。

霜村真康様



１
Maa

S

MaaSとは ＝ Mobility as a Service

旅行者や地域住民の移動ニーズに対応し、複数の交通・移動サービス
を最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービス

リアルな移動の活性化を目指し、東日本エリア全域で地域と連携したMaaSを展開

阪本未来子様



鉄道から見た地域交通の課題

〇 新幹線、特急列車は「観光」目的でのご利用が多い
〇 一方、地域の駅から徒歩圏の観光資源は少ない

課題

観光先での
地域二次交通の不足・欠如

MaaSの展開において新たな二次交通を導入

オンデマンド交通

行きたいときに行ける行きたくても行けない

１ MaaS



TOHOKU MaaS「オンデマンド交通」

東北DCに合わせエリア内を便利に移動できる交通手段「オンデマンド
交 通」をサービスイン。旅行者に加え、地域にお住いの皆さまにもご活
用を 頂いている。

仙台（秋保）など複数エリアで実施

▶乗降ポイントでの乗り降り
▶スマートフォンで事前予約・決済
▶地域住民向けに電話予約も対応
▶AIが最適なルートを判断し、配車

NTTドコモAI運行バスサイトより抜粋

・車がないと行けなかった観光地に行きやすくなる観光の

お客さま ・レンタカーを利用しなくとも訪日旅行者の移動がしやすくなる

生活上必要な移動ができる

・路線バスの本数が少なくなっても通学などで困らない

地域住民の ・高齢などを理由に免許や車を手放しても

皆さま

直接的な評価

滞在時間の増加に伴う地域での消費拡大

１
Maa

S



秋保「オンデマンド交通」の具体例
仙山線愛子駅を起点に
エリア内で観光・生活の
スポット間移動が
スムーズに！

DC開始後で約100件

のご利用が進む

１ MaaS



２ 関係人口の拡大
「プロジェクト創出の場」→関係人口の拡大・地域経済循環の活性化を目指す 関係人口拡

大に向けて考慮すべきこと＝浜通り⇔内・外との分断の解消

【現状の課題】・浜通り内で、浜通りの外との分断が進む

例：浜通り内での「光る取組み」を地域の人も知らない→地域内でのエン

ゲージメントの不足

⚫ 浜通りを浜通りの外の人が知らない・知れない→情報発信の不足

⚫ 浜通りを活性化したい・働きたい思いが適わない→マッチングの不足
分断

分断

分断

【分断解消に向けて】
〇 地域にお住いの方を巻き込む・関心をもってもらう
例：地域広報、地域の体制整備で地域内がつながる
〇 地域で汗をかき、頑張っている方に光を当てる
例：定住化により浜通りで永続的な取組みが可能に
〇 効果的な情報発信の実施
例：浜通りへの関心を増やす、風化・風評を防ぐ
〇 知ってもらう、来てもらうためのきっかけづくり
例：東北DC、クラウドファンディング等による浜通りファン拡
大
〇 浜通りの特性を活かしたコンテンツの開発
例：浜通りだからこそのホープツーリズム、ワーケーション

きっかけづくり× ホープツーリズムの取組例

ＡＦＷ吉川さん。クラウドファンディングを活
用し福島のこの10年をまとめた教材を作
成。福島を知る、福島への関心を増やす



・情報発信やマーケティングに精通している地元事業者は多くない印象なので、2-2において、
専門家（広告代理店？コンサルファーム？）が入ることの必要性は高いと思います。
・ただ一方で、マーケ専門組織（広告代理店？コンサルファーム？）が入ることで、地元中心の
座組が形骸化することも懸念します。（地元事業者が頭になり、補助金執行するだけで、結局
何も残らない）
・そのためにも、申請前の練り上げ・合意形成（確固たる渦元・リーダー）が必要になると思い
ます。あくまで地元でやりたいことをサポートする立場としてマーケ専門組織が入ることが大事だと
思いました。（その合意形成の場づくりとして、交流創出の場とセットになっていると理解しまし
た）
・別の観点ですが、15市町村広域という定義がどの程度のものを指すのかが気になりました。
（広域になればなるほど難易度が上がるので）
・また、事業の成果となるKPIがどのような点になるかも気になりました。（地域内の消費額が
上がれば誘客しなくてもよいのか？など）

山根辰広様



浜通り復興について
（その町に住む方を増やす、働く方を増やすということも大事ですが、まずは2つの取り組みが重要かと思ってます。）
①福島第一原発を絡めた見学勉強ツアー。こちらは福島原発をバスからの見学のみで敷地内を回り、双葉町などで可能であれば2011年3月11日から何も
手をつけていない民家や、海沿いの海の家、伝承館の見学、当時の津波や原発事故を身近に感じて頂く。※特に県外の方々は復興がすでにほぼ完了してい
ると思っています。未だこのような状況ということは現地で見ないと感じれないとです。私も双葉の地を踏むまではそう思っておりました。

②個人やファミリー個別ツアーなど
福島第一原発、伝承館の見学ツアーを含め、浜通りに特大キャンプ場（スノーピークなど名だたる企業の誘致が良い）、特大公園、BBQエリア現地で近場
の海鮮産物の販売や、屋台街、飲食街も併設（すしざんまいや、磯丸水産、地元居酒屋など誘致し、現地食材を使用する）出来れば海水浴や、大江戸温
泉物語などの宿泊施設もあれば、リゾート化できるのでは？復興した豊かな自然との融合インバウンドで特大リゾート、商業エリアもありかと思います。（ハワ
イや中国海南島などの海外旅行人気場所のような？）

③商業施設や他にはない飲食企業の誘致
コストコやアウトレットモールなど他の街にはあまりない企業を誘致。上記はとにかくこの浜通りが尖ったエリア、誰もが来たくなり、またもう一回行こうと思うよう
な施設を集めることで県外、県内の観光目的遊びなどで人を集め、そこにまた働き場所が増え、この街に移住したくなるような、勉強研究も出来、遊び、自然
も触れ合える場所が夢です。

浅野撚糸として出来ること
①誘客のために御社含め、各バス会社さま、旅行会社さまにツアー営業かけます。企画も一緒にと思っております。また城南信金さまの理事長さまからも弊社
社長が懇意にしていただいており、全国信金さまの旅行先対象としてお話をさせて頂いております。
②誘客のためにこのエリア、お店に来て頂くために弊社からエアーかおるの割引やプレゼント交換券をばら撒きます。
③企業見学も含め、弊社の工場、ショップの中庭や敷地にてイベントスペースを積極的にお貸しします。
④現地企業同士のコラボ商品の企画販売もさせて頂こうと思っております。
⑤双葉地元の方々のイベントなど積極的にお手伝いさせて頂こうと思います。

長々とすいません。まちづくりは簡単ではないと思いますが、最終ゴールの大きな夢があればそこに向けて
それぞれが動いていけるのではと思っております。
浜通りは特にマイナスではなく、非常に大きな注目の的で必ずプラスの方向です。
特に昨今のSDG’sの視点からも企業さまとしての企業価値もあがり、メディアの注目も大きいです。
企業間の交流も他地域より密接になるかと思います。

広報活動は是非国にも動いて頂きたく思っています。

浅野宏介様



初回の議論に参加して感じたのは、ファシリテーターはじめ参加者の皆さんの「熱量」でした。それぞれが取り組んでいる活動への思いの熱さと、経済産業省提
案による新しいプロジェクト創出に対する期待の熱さに圧倒されました。

その中であえて課題を挙げさせていただくとすれば、その熱量の大きさが逆にプロジェクトの持続性を危うくする可能性があるのではないかという危惧です。
2011年3月の東日本大震災と原発事故からの復興を目指す取り組みは、「まだ10年」しか行われていません。原発の廃炉作業を踏まえれば、復興への時間
軸は数十年から百年に及ぶと考えられます。つまり、今回の議論の参加者の大半は復興の最終形を当事者として見ることができない可能性が高く、次の世代
に滞りなくそれぞれの取り組みを引き継ぐ必要が生じます。

その際に、この10年間を最前線で走り続けてきた皆さんの「熱」を冷静に受け継ぐ人材および組織がなければ、せっかくの積み重ねが継続できなくなる可能
性が生じます。半谷さんから現在進行形での「右腕」人材の話がありましたが、取り組みのスムーズな承継を目指す未来形の人材育成も同時に進める必要が
あると考えます。さらに、受け皿組織として地元自治体を取り込むため、自治体にとって魅力的なコンテンツをそろえることも重要な視点かと思われます。

地域活性化事業の成功事例 「時空の路ヒルクライムin会津」

2004年5月に初開催された自転車によるヒルクライム競技。地域の活性化と交流人口増を目的に地元のＮＰＯ法人「南会津グリーンストッククラブ」が企
画し、地元の会津本郷町（現会津美里町）と下郷町、弊社でつくる実行委員会が主催した。本県初のヒルクライムで、東日本中心に約540人がエントリー
した。
全国的に有名な乗鞍岳や八幡平のヒルクライム大会の直前に行われ、初中級向けの設定だったこともあり年々人気が向上。コロナ禍で昨年と今年は中止と
なったが、2019年には全国から700人を超すエントリーがあった（申し込みは千人超。ゴール地点のキャパシティーの問題で700人を上限としている）。

成功の理由は、地元自治体のニーズを取り込んだ点と、県内では知名度が低いが全国的に人気があるコンテンツを運営に習熟した団体が持ち込んだ2点と
考えられる。
大会のゴール地点は著名な観光地・大内宿。秋の紅葉時期には全国から観光客が押し寄せ、メインのアクセスである国道121号線は近隣の会津若松市内
まで10数㌔渋滞するなど地元の悩みとなっていた。コースとなった2町にまたがる県道下郷・会津本郷線は121号線の混雑解消を目的に2003年に開通した
道路だが、知名度が低く利用者は地元に限られていた。この道路のＰＲをうたった企画趣旨に地元自治体が飛びついた。
ヒルクライム競技は、前述の乗鞍や八幡平など全国で行われており、若者から中高年まで愛好者が多い。同法人は筑波大と連携して自転車を活用した会津
鉄道の活性化策なども展開しており、マニアックな自転車競技の運営を問題なくこなすことができた。

同法人は第1回大会開催当時から「大会が軌道に乗ったら自治体に移管する」ことを公言しており、実際に10回大会前後で主管を降りた。構成人員の高齢
化など固有の問題も抱えていたが、事業の定着化には自治体による運営が欠かせないと考えていたことが主因。
コースは、大会開催時以外にもヒルクライムの聖地として自転車ファンが訪れる場所になっている。開催時の宿泊需要も両町にとって大きな収入源となっている。

宍戸正彦様



宍戸正彦様



はじめに

本プロジェクトに参加させていただき、本当に感謝しております。ありがとうございます。

個人的には福島復興に少しでも役に立ちたい、という気持ちで出向を志願しました。
東京にいるときの目線と、福島にいるとき、そして被災12市町村に足を踏み入れているとき、それぞれが違った
見方をしている自分がいます。被災地の皆さん（避難されている方も含む）が笑顔で毎日過ごしていける
日常を取り戻すために、微力ながら貢献させていただきたい、そんな気持ちです。

本プロジェクトの事務局の皆さん、参加されている皆さんも程度の差こそあれ同じような気持ちを持っているのでは
ないでしょうか？
多彩な多くの人たちが集結して“復興支援”を実行していけるプロジェクトであると確信しています。

多彩な人たちをまとめるのはとても大変だと思います。
しかし、その力が同じベクトルになれば、力は何倍にもなります。影響力も大きいと思います。
事務局の方のご苦労は想像に難くないですが、是非、本プロジェクトを成功させ、大きな成果を出したいですね。
さらに、今後起こりうる難問に立ち向かえる仕組みつくり、運営方法の参考にすることも必要かと思います。

よろしくお願いいたします。

今後の進め方について、土屋の私見を述べさせていただきます。

22

土屋省吾様



はじめに 目的を共有する

本プロジェクトを成功させるためには参加した人たちが同じベクトルと向き、邁進することが不可欠。

そのためには“プロジェクト創出の場としての目的”を明確にし、共有する必要があります。

何故、目的が必要か？

それは、日常生活の何気ない会話にも多く含まれています。

打合せ長引いちゃったね。昼めし食いに行こう！
何食う？？

何でもいいよ。

じゃあ、ラーメン行こう！

ごめん、昨日ラーメンだったんだ。

そうか、じゃあ焼肉だ

ごめん、今日の飲み会、焼肉なんだ

じゃあ、お前が決めろ！

うん、何でもいいよ。

よくある会話だと思います。こんな会話を繰り返していては一向に昼飯が食えません。
仮に「今日はとんかつを食うぞ！」という目的が共有できれば、じゃあどの店に行こうか？ということで動き始めます。

目的を共有すれば動き出す。
23



はじめに 目的は程よく絞ったほうが動きやすい

交流人口を増やさなければいけないことはわかっている。
そのためにプロジェクトを立ち上げて実施することも必要だよね。これは全員一致の考え。
本プロジェクトは優秀な人の集まり。フリーディスカッションだと色々な方面に議論が飛び交い、議論は面白いが、
で、なんだったけ？今日の打合せ。ということの繰り返し。
そのためには“プロジェクト創出の場としての目的”を程よく絞ったほうがいいです。

何故、目的を程よく絞るとはどういうことか？

それは、日常生活の何気ない会話にも多く含まれています。

打合せ長引いちゃったね。昼めし食いに行こう！
とんかつ食いにいこう。

いいね。どこ？

時間がないから会社の近くだな。

じゃあ、とんかつ和幸。

和幸もいいけど、さぼてんは？

まい泉は？？

久しぶりにまい泉行くか？

OK。行こう。

よくある会話だと思います。具体的（イメージしやすいこと）を提示するだけで会話がはずみます。
そして、次の行動を起こすことができます。

目的を程よく絞って議論する。そして動き出す。
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はじめに 大まかなタイムスケジュールを共有する

やることはイメージできた。
じゃあ、これから具体的に動くためにどうするか？

大まかなタイムスケジュールを共有したほうが動きやすい。
本プロジェクトは優秀な人の集まり。皆さん多忙。
自分の業務に直結しないことはついつい後回しにしてしまう。そして、数か月後には何やるんだっけ？
となり、また振出しに戻る。

大まかなタイムスケジュールを共有する
それは、日常生活の何気ない会話にも多く含まれています。

まい泉行こう

いいね。でも午後の
打合せありますよ。

混んでたらちょっとやばいか？

じゃあ、せっかくだからタクシーで行きますか？

そうだな。タクシーに乗ったらお店に電話しよう

でも、予約は取れませんよ。

状況聞いて、ダメだったら和幸

了解

よくある会話だと思います。時間軸を入れるだけで、店の絞り込みの議論が活発になります。
条件が絞りこめられると、目的を達成するための方法論を考え始めます。

締め切りを意識させる。そして動き出す。
25



目的の設定の仕方

目的は“決めごと”なので決めればいいだけの話。
ただし、いい加減な気持ちでなんとなく・・で決めてはいけません。
目的を決めることですべてが決まると思った方がよいほど大事だと土屋は思っているのです。

なぜならば、目的を完遂するために何十人の時間を拘束し、貴重な知恵を絞りだしてものだからです。
真剣に、慎重にこの“プロジェクト創出の場”のゴールは何なのか？どんな世の中になっていたいのか？
それはいつのタイミングか？を考えつくして出すことが必要です。

決め方にはいろいろなやり方があります。
事務局が決める、プロジェクト参加者が決めるなど。
それぞれのやり方には長所短所ありますのでそれを踏まえてどうするか？を事務局で考えることが必要です。

事務局で決める

参加者で決める

長所 短所 やり方

決定までの時間が早い
事務局の意向が反映される

参加者にとってはやらされ感
各参加者のモチベーションが低くな

るリスク

参加者の議論の場を
経て、事務局で決め
る。参加者の議論と
は例えば、地域が目
指す姿の議論など

プロジェクト参加納得感が高い
責任感も出る

決定まで時間がかかる
事務局の意向にずれるリスク

ワールドカフェ
分科会

【土屋お勧め】
事務局で素案を作り、それを参加者で議論することによってマイナーチェンジすることも容認し目的を設定する。
事務局の意向にずれないようにファシリテーションする必要もある。
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タイムスケジュールの作り方

タイムスケジュールは参加者全体の業務都合を勘案しながら、事務局が決めたほうがいい。
経産省としていつまでに、何をするか？ 法定協での発表は必要なのか？
などの諸事情があれば、事前にプランニングしやすいと思います。

27

以前いただいた「福島浜通り地域等の未来に向けたプロジェクト創出の場」（仮称）の資料はよくできていると思い
ますので、これに準じてやればいいような気もします。特にＰ12

（例）
2021年 4月 7月 10月 1月 3月

プロジェクト
1本創出

目的

2022年 4月 7月 10月 1月 3月

創出したプ
ロジェクトの
実行

プロジェクト
2本創出

目標

目的設定のための議論
・この地域の目指す姿とは
・行く理由、きっかけを作
るにはどうするか？

・お金を落とすための施策
はあるか？

議論を経て
事務局で3
月時点のこ
のプロジェク
トとのあるべ
き姿＝目的
を明言

目的に向かって議論
具体的な施策まで落とし込む
⇒実施可能なプロジェクト作り

2021年度に創り上げたプロジェクトを現実化する作業

2021年度に実施したプロジェクト創出での反省を踏まえ、新プロジェクト2本創出作業



進め方

大まかなタイムスケジュールができたら、それを円滑に進めるためには誰が仕切って、何を都度の会議のゴールとす
るか？を決める。それが決まれば、事前に参加者に伝えることができるはず。

参加者は会の目的が分かれば、何となく頭の中でイメージして参加するはず。

会議はそれを吐き出す場になると理想。

①会議の前にその日の会議の目的、ゴールの共有

②会議では参加者に考えを吐き出させる。事務局はその日のゴールになるようにその場でまとめる。
今日の議論で得られたこと、次回の議論で必要なことを伝えて閉幕。

③なるべく早いタイミングで本日の議論と結論（ゴール）を共有

④次の会議の案内の際にはその時の会議の目的、ゴールの共有をする（上記①と同じ）

①から④を事務局は愚直に繰り返して、プロジェクト創出を図る、プロジェクトの実施を図る

28

以上ちょっと、抽象的ですか？



初回の議論に参加して感じたのは、ファシリテーターはじめ参加者の皆さんの「熱量」でした。それぞれが取り組んでいる活動への思いの熱さと、経済産業省提
案による新しいプロジェクト創出に対する期待の熱さに圧倒されました。

その中であえて課題を挙げさせていただくとすれば、その熱量の大きさが逆にプロジェクトの持続性を危うくする可能性があるのではないかという危惧です。
2011年3月の東日本大震災と原発事故からの復興を目指す取り組みは、「まだ10年」しか行われていません。原発の廃炉作業を踏まえれば、復興への時間
軸は数十年から百年に及ぶと考えられます。つまり、今回の議論の参加者の大半は復興の最終形を当事者として見ることができない可能性が高く、次の世代
に滞りなくそれぞれの取り組みを引き継ぐ必要が生じます。

その際に、この10年間を最前線で走り続けてきた皆さんの「熱」を冷静に受け継ぐ人材および組織がなければ、せっかくの積み重ねが継続できなくなる可能
性が生じます。半谷さんから現在進行形での「右腕」人材の話がありましたが、取り組みのスムーズな承継を目指す未来形の人材育成も同時に進める必要が
あると考えます。さらに、受け皿組織として地元自治体を取り込むため、自治体にとって魅力的なコンテンツをそろえることも重要な視点かと思われます。

地域活性化事業の成功事例 「時空の路ヒルクライムin会津」

2004年5月に初開催された自転車によるヒルクライム競技。地域の活性化と交流人口増を目的に地元のＮＰＯ法人「南会津グリーンストッククラブ」が企
画し、地元の会津本郷町（現会津美里町）と下郷町、弊社でつくる実行委員会が主催した。本県初のヒルクライムで、東日本中心に約540人がエントリー
した。
全国的に有名な乗鞍岳や八幡平のヒルクライム大会の直前に行われ、初中級向けの設定だったこともあり年々人気が向上。コロナ禍で昨年と今年は中止と
なったが、2019年には全国から700人を超すエントリーがあった（申し込みは千人超。ゴール地点のキャパシティーの問題で700人を上限としている）。

成功の理由は、地元自治体のニーズを取り込んだ点と、県内では知名度が低いが全国的に人気があるコンテンツを運営に習熟した団体が持ち込んだ2点と
考えられる。
大会のゴール地点は著名な観光地・大内宿。秋の紅葉時期には全国から観光客が押し寄せ、メインのアクセスである国道121号線は近隣の会津若松市内
まで10数㌔渋滞するなど地元の悩みとなっていた。コースとなった2町にまたがる県道下郷・会津本郷線は121号線の混雑解消を目的に2003年に開通した
道路だが、知名度が低く利用者は地元に限られていた。この道路のＰＲをうたった企画趣旨に地元自治体が飛びついた。
ヒルクライム競技は、前述の乗鞍や八幡平など全国で行われており、若者から中高年まで愛好者が多い。同法人は筑波大と連携して自転車を活用した会津
鉄道の活性化策なども展開しており、マニアックな自転車競技の運営を問題なくこなすことができた。

同法人は第1回大会開催当時から「大会が軌道に乗ったら自治体に移管する」ことを公言しており、実際に10回大会前後で主管を降りた。構成人員の高齢
化など固有の問題も抱えていたが、事業の定着化には自治体による運営が欠かせないと考えていたことが主因。
コースは、大会開催時以外にもヒルクライムの聖地として自転車ファンが訪れる場所になっている。開催時の宿泊需要も両町にとって大きな収入源となっている。

宍戸正彦様



問題点
〇市場性があるとは思えないものを新たに、生産販売している。
〇作ったはいいが販路、ターゲットを考えて作っていない。
〇補助金頼みに慣れてしまい、実際のコスト計算ができていない。
〇自社販売だけを考えているのであればいいが、卸しを考えた価格設定になっていない。
〇道の駅の弊害で、低手数料に慣れてしまい、小売店、量販店に出せる価格構造になっていない。
〇一般の商的慣習が分からない方が多い。

〇水産物の加工技術、加工場がない。 例えば缶詰工場がない。イカの塩辛をはじめとした生珍味関係の加工所が
ほとんどない。
〇前浜の魚介の加工品が少ない。
〇必然的に県外産、県外加工の魚介加工品がお土産屋さん、直売所、道の駅に並ぶ。他県からのお客様は興ざめ。

〇米の生産量全国7位なのにせんべいを生地から作る会社、生産者が１社も一人もいない。
委託加工はすべて県外。名前だけ。

〇酪農県だと思っていた福島県。洋菓子、洋食に必要な生クリーム、バター、業務用チーズを作っていない。もちろん生
クリーム、バターを作るとなると、低脂肪乳、脱脂粉乳などを作らなくてはならないが、県内大手はその役目をはたしてい
ない。

〇果物大国なのに、大規模な果物加工所がない。
JAですら他県にお願いしている。

櫻田 武様



取り上げるテーマ
福島県浜通り地域の未来に向けた交流人口・消費拡大プロジェクト創出の場

〇課題（現在の状況）⇒課題を整理したうえでの提案
・原発事故後、地域は衰退し、人口が急激に減少している。⇒実居住者減少

・また避難者もいまだに3万人以上もいる。（帰還促進⇒帰還する人は少ない。）
・双葉郡8町村では震災時74,122人が10年経った現在16,882人（23%に過ぎない）
・震災時は浪江町(21,434人)富岡町(15,937人)で、現在では1,600人のみの居住
・原発の存在は大きかった。原発ができる前の産業は農業で観光地は特になし。
・双葉町（2022年帰還）を除いて行政は戻っているが、職員の大半は住んでいない

・工場や研究所等誘致合戦を行っている。この地方に核となる何か産業が欲しい。
・放射線の影響に加え、高等学校（ふたば未来学園の郡内入学者は少ない）と二次的な医療機関が皆無のため、生産年齢人口が少なく、逆に高齢化

率が高い。
◎このような理由で「帰還者の鈍足」と「移住定住が進まない」⇒そのため「交流人口拡大」で地域活性化を狙いとするのは当たり前で適切な方策である。
◎なにも対策を講じなければ、ますます地域は過疎化し、活気がなくなる。
◎原発や伝承館をはじめ各自治体でも交流人口拡大と成り得る名勝旧跡や復興交流施設、スポーツ施設、キャンプ場などあらゆる財を活用し、「点」で

利用するのではなく「線」で結ぶような「連携」が必要⇒国、県、市町村の連携

◎交流人口拡大に繋がる人材へのサポート体制のあり方
・サポート体制の前に各自治体で「交流人口拡大」は第一義的に取り組む重要課題

①当地方での避難を含む震災経験者の言葉は、域外の方々には重く関心がある。②その地域で何があって、どう復興再生し、継承と創生を行っているのか。
③そしてどうすれば、地域は元のように活気を取り戻すのか。①～③は体験談や講演、語り部などを利活用⇒間違えなく見学者は多くなる。
④大手（例えばじゃらん・楽天・ＪＴＢ等）旅行会社と連携、ツアー商品開発⑤自治体でも修学旅行受入や体験メニュー開発、施設受入れなど積極的な
対応が必要⇒国や県は「伝承館」を中心に、また東京電力は「第一原発見学者」の受け入れで交流人口拡大を行っている。これらを中心に自治体間の連携
も必要！現在、この連携が成就してないように思われる。⇒構想だけでは人は来ない！⑥実施体制づくりは絶対的に必要。⇒人材の発掘（地域内、地域
外からの発掘）
◎人が集う交流拠点の創出 ＝官民との連携も大事！

①その意味で各自治体でも「核」となる交流拠点は、絶対に必要となるはず！
（川内村の場合はいわなの郷とかわうちの湯、天山文庫、高田島ヴィンヤード）
これを各自治体のみで消化するのではなく国＝福島県＝被災自治体との連携

②当地域は、太平洋側地域と中山間地域の二面があり、それぞれに気候風土、文化公共交通事情、被災地の状況、人間関係など異なっている。⇒川内
村は中山間！そのため「海」と「山」の地域を別々にマスコミや旅行会社にアピールする。

③その実働部隊として「まちづくり会社」があるが、ノウハウやマンパワー不足 そこで「拠点」と「サポート」づくりを見え出す域内外の熱意のある方の発掘！

井出寿一様


