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第 4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 7月 12（月）10:00～12:00 
場所：オンライン開催 （事務局：TKP 新橋カンファレンスセンターより開催） 
議題：自治体の交流人口拡大に対する問題意識・プロジェクトの定義 
出席者（五十音順・敬称略）： 
 
地元民間 
・岩本 泰典 コドモエナジー株式会社 代表取締役 
・大井 利裕 一般社団法人飯舘村振興公社 
・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 
・古谷 かおり 結のはじまり 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 
・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ズベース 
 
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 
株式会社 福島民報社 ・取締役 鞍田炎 
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 ・企画戦略室長 山本慎一郎 
・企画戦略室副室長 木村優介 
・交流促進部副部長 鈴木喜勝 
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 丹野孝典 
双葉郡地域観光研究協会 ・代表理事 山根辰洋 
 



2 
 

地元行政 
飯舘村 
いわき市 
大熊町 
葛尾村 
田村市 
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 ＫＥＳＩＫＩ Ｐａｒｔｎｅｒ／多摩美術大学 特任准教授 
・宍戸 規之 ＪＲ東日本 経営企画部復興企画室 
・柴田 裕 ＪＲ東日本スタートアップ株式会社 代表取締役社長 
・島田 由香 株式会社ＹｅｅＹ 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 
・渡邉 賢一 ＸＰＪＰ ｉｎｃ 代表取締役 
 
行政 
内閣府 
復興庁 
経産省 
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概要 
事務局より、資料 1 に基づき説明。創出の場の狙いについて、参加者と自治体の接点を作り、プ
ロジェクトを誘引する場として環境を整える旨を提示。また、下記自治体と参加者にプレゼンテ
ーションいただいた。 
 
・大熊町 
・葛尾村 
・株式会社福島中央テレビ 
 
 
事務局より、プレゼンテーションを受けて、こういった連携が出来るのでは等、前向きな意見交
換を依頼。 
 
参加者からの主な意見は以下のとおり。 
 大熊町のネクサスファーム大熊は川下から設計されている。作ったものが全部売れている。

供給側のボトルネックに対して、雇用の受け皿がしっかりあり、作れば売れる状況であれ
ば、スコープを広げて他の市町まで広げる。半農半 X で安定的な収入を保ちつつ、フリーラ
ンス性の需要とマッチするのではないか。浜通り全体に人を呼んで来ることに繋がると思
う。大熊町の居住にこだわらず、他市町村含め連携は可能なのか。 

 大熊町より）現在、近隣の町村から働きに来ている方は多い。今後、産業団地を進めていく
上で、働く場所が増えていくことはある。将来的に少しづつ増えていけばいいと思っている
が、近隣の方含めネクサスファームで働き、自分のやりたいことをこの地域でやってもらえ
れば最高なことだと思っている。 

 フルタイムに限定しなければ、可能性は広がるかなと思う。大熊町としてはその方がよいの
だろうが、人員供給がボトルネックなのであれば、雇用を探す条件を緩和してもよいのでは
ないか。そういう設計が可能ならば、プロモーション含め協力できるのではと考えている。 
 

 今年の秋に技能実習生の福島県への派遣事業をスタートする予定だが、大熊町のネクサスフ
ァームに技能実習生を派遣することは可能か。 

 大熊町より）人材関係については、確認して連絡する。 
 
 例えば、教育を目当てに移住してくる。他の地域で学校に馴染めなかった等、不登校の児童

の移住可能性はどうなのか。学校等も見せて頂ける機会もあれば。 
 大熊町より）教育総務課の管轄のため、詳細は話せないが、震災以前にフリースクールの支

援はしていた実績がある。現状は、大熊町の子供達は富岡町の学校に通学している。新しい
学校生活と大熊町との生活がリンクするならば素晴らしい事だと思う。 

【福島中央テレビのプレゼンテーションについて】 
 日本ポニーベースボール協会とネットワークがあるので、連携も図れるのではないか。 
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 そこに雇用があり、移住までして勤めたい。若しくは、一定収入があるから何かやっていき
たいことが出来るまちとして伝えられれば、魅力的に映り、行ってみたいと思うのではない
か。その観点で社会人野球の活用が考えられる。野球がやりたいから浜通りに住む。高校時
代、大学時代とスポートをやってきた方達は、企業としても欲しい人材になり得る。 

 スポーツをすることに寛容であれば、スポーツをしたい人達がいい環境付きで浜通りに移住
したいと思うようになる。結果として、スポーツの振興で子供達に教えるレベルも上がって
いく。スポーツ振興と住みたい人のマッチングは実現できるのではないかと思う。 

 栽培マニュアルを共有できれば、農業へも入りやすくなる。県内で雇用助成金があり、独自
に優遇されている。３年間助成が出るので経営者としても負担が楽になっている。 

 自走していくにはどうするか。について、この場のメンバーとしっかり繋がれば、今現在、
頼もしい状態になっている。意識的に一体になって、世界があこがれるブランドを作ろうと
いう動きが九州にある。注目度も浴びつつ、これだけの企業が参画してチーム化を図る、外
に伝えていくことも大事。 

 働く場所自体をどう拠点とするか。浜通り側で、どこに拠点があって、地域の人と交流でき
る場を見える化していくことも合わせていくことも、連携の面において活性化していくので
はないか。 

 何が出来るかという点では事務局として関われるのではないか。高野連や読売巨人軍とのネ
ットワークもあり、営業活動に協力できる。また、合宿等、ツアープログラムにもサポート
できるかと思う。 

 情報発信の強化も重要であり、Facebook の例では、この場の繋がりを活用してメンバーに
招待メールを送り、認知を拡大するよう、個人の発信でもこの場で繋がった人にシェアすれ
ばパワーになる動きに繋がる。SNSならではの発信法も効果的だと思う。 
 
【葛尾村のプレゼンテーションについて】 

 ツールド葛尾をやる前はインフラがない、学生が来た時に回る手段がない課題に対して、自
転車を手配して上手く活用された記憶がある。 

 雇用の問題について、移住定住と雇用をセットで考えると難しいところもある。外から人を
呼び込むことを全員でやらないといけない。これだけのメンバー・行政も参画しているの
で、全国に発信するべきと思う。共感する人は絶対来る、やらなくして人が来ないよりも、
やってから次を考える事が大事。 

 葛尾村より） 
何もしないで失敗するよりかは、失敗したら次へ。と取り組んでいかなければならない。手
当たり次第ではないが、積極的にやっていけたらなと思う。皆様のご協力も必要になってく
る、村内でも企業と連携しなければならないと思っている。 

 肌間隔では、まちの復興段階による違いなのかもしれないが、楢葉町では復興のために訪れ
る人たちはフェーズが変わったかなと思う。学生に限らず、復興に興味はないけど、色々な
想いで来たのに、復興の話をされて窮屈だと感じている層もいる。学生・職業の属性とかで
はなく、言葉では括りづらい、その人達の関心事等がきっとあるはず。その方たちへの理解
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も深めなくてはならないと思う。 
 若者が大事だという話について、予想以上に復興に関心を持っている人が多い。関東圏中心

に 50,000 サンプルの調査で 8.5％であった。大熊町・葛尾村の話を受け、若い人ほど生活以
上に仕事を重視している調査結果も出ている。受け皿を作り、繋げていく動きをしていきた
い。 

 住む場所も課題、これは他地域共通だと思うが、地域間移住の場合も支援金自体は問題ない
という形を取っている。居住環境整理されているところから住み、整った地域へ移る等の二
段階で考えている。スポーツ分野でも移住を組み合わせて連携できるのではないかと思う。 

 復興に関心はないけど、この地域で自己実現できそうな地域が福島だった。という若い方も
多いはず。 

 人が定着しないというのはどの地域もある。楽しそう、わくわくが出てくるプロジェクトと
して進めていくのがこの場の目的。復興文脈がないと、繋がれる人とも繋がれない。復興文
脈ではありつつも、楽しい事をやっていく。 
 
【事務局より、資料５プロジェクトの立ち上げについて説明】 

 いくつか走っているプロジェクトについては、事務局が付いてくるという理解でよいか。 
 ルールはいいと思うが、この場の機能の重点をどこに置くか。ファネルで考えた時に、情報

を各々知る、アイディアを創発、具体的プロジェクトに落とす、実行する・インパクトを出
す、どこにフォーカスするか。プロジェクトに落とすフェーズをフォーカスしていると思う
が、情報を知ることに現在インパクトが出ていると思う。具体的にこの場で話していない
が、進んでいるプロジェクトもある。国が情報発信していただければ、更にインパクトが生
まれると思う。 

 立ち上げは沢山起こる。アイディアだけ出て終わることもある。出会いの場をとにかく出す
か、これだというのを見つけて、資金提供まで伴走を行うのか、前か後に特化する方法もあ
るのではないか。 
 

 事務局より）いま走っているプロジェクトは出来る限り、付いていく。また、見える化・情
報の発信、対話を続けて取材・調査という形でサポートし、現地交流も行うことも検討して
いる。機能として下働きしながらも、個別のテーマがあれば応援していく。 
 
 

 
以上 


