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第３回「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」 議事概要 
～プロジェクト創出を通じた交流人口の拡大による、地元経済への貢献、にぎわいと笑顔、Civic Prideのさらなる醸成～ 

日時：令和３年 5月 28（金）10:00～12:00 
場所：オンライン開催 （事務局：ＡＰ虎ノ門より開催） 
議題：今後の、創出の場の進め方 
出席者（五十音順・敬称略）： 
 
地元民間 
・井出 寿一 一般社団法人かわうちラボ 事務局長 兼 専務理事 
・岩本 泰典 コドモエナジー株式会社 代表取締役 
・大井 利裕 株式会社ゆーとぴあ 
・久保田 健一 一般社団法人 Sw!tch 代表理事 
・佐藤 亜紀 一般社団法人おおくままちづくり公社 元職員 
・志賀 風夏 陶芸家・画家 / かわうち草野心平記念館 管理人 
・霜村 真康 未来会議 副事務局長 / 菩提院 副住職 
・高橋 大就 一般社団法人東の食の会 事務局代表 
・谷口 豪樹 スマイルファーム谷口 代表 
・藤城 光 グラフィックデザイナー・美術作家 
・藤田 大 株式会社鳥藤 代表取締役 
・本田 紀生 株式会社アソシエイト 代表取締役 
・米谷 量平 一般社団法人葛尾むらづくり公社 事務局長代理 
・緑川 英樹 木戸の交民家 Co-minka 運営 
・元木 寛 株式会社ワンダーファーム 
・山田 豊 株式会社ゆーとぴあ 代表取締役 
・吉田 学 株式会社タイズスタイル 代表取締役 
・和田 智行 株式会社小高ワーカーベース 
 
地元団体・地元メディア・地元金融 
あぶくま信用金庫    ・総合企画部経営強化計画推進室 岡田寛 
株式会社 福島中央テレビ   ・東京支社長 江花景二 

・東京支社 支社次長 兼 営業部長 佐々木聡 
      ・東京支社 営業担当部長 伊藤伸輔 
公共財団法人 福島イノベーション・コースト構想推進機構  

・交流促進部部長 穴澤竜太 
・企画戦略室 室長 掛川昌子 
・交流促進部 副部長 鈴木喜勝 
・交流促進部 交流促進課 鶴淵靖志 

福島県観光物産協会    ・物産部副部長 兼 福島県観光物産館長 櫻田武 
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福島相双復興推進機構    ・広報戦略部長 土屋省吾 
福島民友新聞株式会社いわき支社  ・支社長 宍戸 正彦 
 
地元行政 
・飯舘村 
・いわき市 
・葛尾村 
・川俣町 
・田村市  
・富岡町 
・浪江町 
・楢葉町 
・福島県庁 
・双葉町  
・南相馬市 
 
 
域外民間 
・浅野 宏介 浅野撚糸株式会社 専務取締役 
・石川 俊祐 デザインディレクター  
・小橋 賢児 The Human Miracle 株式会社 代表取締役 
・白井 智子 特定非営利活動法人新公益連盟代表理事 / 公益社団法人ハタチ基金代表理事 
・陳内 裕樹 グーグル合同会社 観光立国推進部長 
・谷川 じゅんじ JTQ 株式会社 代表 
・津田 浩平 株式会社ジェイアール東日本企画 ソーシャルビジネス開発局 次長 
・土屋 省吾 福島相双復興推進機構(官民合同機構)広報戦略部長 / 株式会社博報堂(出向元) 
・前川 直哉 福島大学 教育推進機構 高等教育企画室 特任准教授 
・藤沢 烈 一般社団法人 RCF 代表理事  
・本田 勝之助 一般社団法人 dialogue 専務理事 
 
行政 
・復興庁 原子力災害復興班  
・経産省 
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概要 
事務局より、資料 1～2 に基づき説明があり、議論が行われた。また、資料 1 を用いて「この指
とまれプロジェクト」として下記の参加者にプレゼンテーションいただいた。 
 
・株式会社福島中央テレビ 江花 景二様「浜通りスポーツまちづくり構想」 
・コドモエナジー株式会社 岩本 泰典様「オリーブ・キッチントレーラープロジェクト」 
・一般社団法人 dialogue 本田 勝之助様「浜通りのこれからの５つの軸」 
 
事務局より、３名からプレゼンテーションいただいたが、色々なアイディアを持っている方につ
いても聞いていく必要があると考えていること、情報共有、伴走支援のサポートもしていくこと
を伝える。 
 
参加者からの主な意見は以下のとおり。 
 地元では発想しきれない、考え方・やり方であり参考になった。域外の有識者とどう関わっ

ていけるかが重要。地元浜通りに発揮いただけるかがテーマとしてあるのではないか。 
 個別に発表する場があることを継続しつつ、進められることは分科会の形で進めていく方法

もあるのではないか。それぞれで進めつつ、全体で進めつつでもよい。 
 プラットフォームの運営側にいた身としては、プラットフォームにあまり期待しないこと。

自律分散が望ましい。何かやってくれると期待している場では何も生まれない、活用してい
く姿勢が大事。 

 アクションファースト、カオスが生まれるくらいがよい。何か綺麗にまとめようとするより
も、ステップバックする議論に留まってしまう。 

 プラットフォームに 2面制の役割がある。人を繋ぐものと事業を繋ぐもの。事業を繋ぐもの
は各自進めてしまった方がよい。人を繋ぐものは何千人、何年と続いていくようなプラット
フォームにしていってもらいたい。 

 いかに自分たちのまちを素敵な素晴らしいまちにする本気度をどう引き出すか。域外有識者
の力を借りて、発想しえないものを連携して取り組んでいきたい。 

 誰がプレイヤーで、サポーターで、コンサルタントでというのが見えにくい。一緒に取り組
んでいただく方も、知見を共有いただける方もありがたいが、関わり方を明確にしていただ
けると進めやすい。 

 是非参加されている皆様と長く縁を持ちたいと考えている。各参加者とのネットワークを拡
充し、大企業も巻き込めるような組織になることが出来ればと思っている。 

 聞いていてワクワクする話を聞けた。概念的な話をどう落とし込んでいくか。地元の若い
方々が課題を感じ、この場で得られた概念から、事業化できるプラットフォームになれれば
と思う。我々は全力でサポート・伴走していく。ベンチャーが来たくなるような浜通りにし
ていきたい。 

 地元にいると外の目線が消えて行ってしまう。これからも外の目線の話を聞いていきたい。
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「いいまち、いい暮らし」を追求することも大切だと感じた。 
 浜通りに熱い想いを持って活動している方がいる。ということを浜通りの外の方たちには届

いていない。確実に知ってもらう、ワクワクを広げるための手法を考えていくことが必要。
マッチング機能も共通課題であり、関係人口を増やすためにも不可欠である。 

 プロジェクトを進めていくのもよいが、成果を計測可能な状態にする。経済効果、関係人口
の数等、この１年間の歩みを数値化して見える化することが重要。 

 それぞれの強みをどう活かすか。地域のコンテンツ・プロジェクト創出が貢献できることだ
が、見える化することで起点となるポイントも増えていくのではないか。また、プロジェク
トのスタートを誰が旗を振るかも大事である。 

 参加者同士がまだ詳しく知られていない。また、この会議に参加していない方たちが考えて
いることをプレゼンテーション出来る機会があるとよい。地域おこし協力隊についても、他
の地域でどのような方がいるのかを知らない。有識者の方々が間を取り持っていただけれ
ば、多様なアイディアが生まれるのではないか。 

 いわき市で「浜魂」というイベントを開催していた。プレゼンテーションと参加者同士で対
話の時間を持って、プロジェクトを応援するというイベント。最初の半歩を踏み出す場、ア
イディアを共有する場、応援したい人探しの場となっていた、同様に地域ごと、ジャンルご
とに仕掛けるのもよいのではないか。 

 得意な人が見つかる場であればよいと思うが、議論の場、発表の場かは疑問として残る。参
加者が当事者として課題視していることが深堀り出来る、足りない部分のピースを見つける
ことが出来るような場になればよいと思う。 

 「とにかくやる」が大事。行政との関わりも重要で、資金面で上手く運べる方に進められる
と、未来が拓けると思う。 

 個人的な感覚だが、行政と関わりを持たない方がやりやすい点もある。それなりの関与も必
要で、色んな支援が出来ている行政も存在している。余力があまり無い中で、どう関与して
いくが課題。また、補助制度などの資金面も補助が入った段階で、制約が入るのではない
か、プレゼンテーションの選定プロセスも難しくなるのではないかと思う。 

 説得する材料がデータであり、見える化することで、行政と住民からも正しい理解が得られ
る。 

 海外の事例をみると、１つの例として「エコヴィレッジ」のように若い方たちがワクワクす
るような新しい生活、元々地域が持っている素材を活かしながら新しい生活圏を作っていく
視点も大事。 

 デモクラティックアーキテクトという皆で自立した村を創っていく動きが欧州にある。コン
パクトに創られていく傾向があり、世帯数 15 以下、住民 100・200 人単位となっている。
これまでの話を受けて、素早くコンパクトに目線が合っている人たちと取り組むことが大事
であり、動きも見える化していれば、現地に行ってプレイヤーになる、往来しながら参画し
ていく、インフルエンスしていくことが可能になる。この点が運動体として大事である。 

 実際にプレイヤーとして動いているが、皆様と具体的にアクション出来ればと思っている。
より、個別・具体的に話が進んでいくことに期待している。 
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 それぞれ大小様々なプロジェクトをやろうとしている。小さいプロジェクトであれば、この
場を通して、「影響力のあるプロジェクトに飛躍させられるか」と期待出来ることが魅力で
あると思う。 
 
 

 
以上 


