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第 5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 9 月 10（金）10:00～12:00 
■場所：Teamsでのオンライン開催 （事務局：AP 虎ノ門より開催） 
■議題：「情報の見える化・発信」について、参加者からのプレゼンテーションおよび意見交換 
■司会進行：経済産業省 
 
■出席者名簿（五十音順・敬称略）：（参照：「【参加者用】９月１０日第５回プロジェクト創出の場名簿.pdf」より） 

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 
・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）※代理：歌川 愛梨様 
・歌川   愛梨      コドモエナジー株式会社  
・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 
・熊谷   祐樹      JR 東日本経営営業部観光戦略室  
・小橋  賢児   The Human Miracle 株式会社 代表取締役 
・阪本   未来子    セントラル警備保障株式会社 取締役 
・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 
・宍戸   規之      JR 東日本経営企画部復興企画室 
・島田  由香    株式会社 YeeY 代表取締役 
・霜村  真康    未来会議 副事務局長 / 菩提院 副住職 
・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 
・高橋  大就    一般社団法人東の食の会 事務局代表 
・髙橋  俊宏   株式会社ディスカバー・ジャパン 代表取締役社長 統括編集長 
・谷川   じゅんじ JTQ 株式会社 代表 
・谷口  豪樹   スマイルファーム谷口 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 
・名嘉  陽一郎  株式会社東北エンタープライズ 代表取締役社長 
・半谷  栄寿   あすびと福島 
・藤沢  烈    ふくしま１２市町村移住支援センター センター長 
・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 / 女将 
・本田  勝之助  一般社団法人 dialogue 専務理事 
・本田  紀生   株式会社アソシエイト 代表取締役 
・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 
・元木  寛    株式会社ワンダーファーム 
・森     明        JR 東日本経営企画部復興企画室 
・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 
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・米谷  量平   （葛尾むらづくり公社 事務局長代理） 
 

団体・メディア・金融 

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 

福島テレビ株式会社  ・専務取締役 成田 良洋 
・本社営業部 担当部長 田中 将彦 

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 
・交流促進部 副部長 鈴木 喜勝 
・企画戦略室 室長  山本 慎一郎 

株式会社福島民報社  ・取締役 鞍田 炎 
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 
福島民友新聞株式会社いわき支社 ・支社長 丹野 孝典 
 

行政 

いわき市 
大熊町 
葛尾村 
浪江町 
南相馬市 
福島県庁 
内閣府 
復興庁 
観光庁 
経済産業省 
OFC  
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■議事概要/発言録 
事務局より） 
・資料 1・2に基づき議事進行についてご説明 
・これまで話題に出てきた「情報の発信」についてプレゼンテーションをもとに、皆さんとディ
スカッションしたい旨をお伝えし、オンライン上のコミュニケーションツール「Chatwork」を
ご紹介。 
・参加者より、この場で意見交換・議論できると良いという話しもあった。この会議を情報発信
の場とさせていただく。事務局の方から、この場をもって情報提供のサポートをしていく。スモ
ールの場も立ち上げていきながら進めていきたい。 
 
＜議事＞ 
●参加者よりプレゼンテーション 
① ふくしま１２市町村移住支援センター藤沢烈氏 

「移住支援センターの取組みと地域内外の連携に向けて」 
② ＪＴＱ株式会社谷川じゅんじ氏 

「他地域事例と“浜通りならでは”を踏まえた広域情報発信（ポータルサイト含む）のあり方
について」 
 

●参加者よりご報告 
① 福島中央テレビ江花景二氏 「浜通りスポーツ構想の進捗状況」 
② 福島県庁商工総務課松津和宏氏 「交流人口予算事業について」 
③ 福島県相双地方振興局高林正美氏 「ネイチャーランシリーズについて」 
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議事要約/意見交換 
●参加者よりプレゼンテーション 
① ふくしま１２市町村移住支援センター藤沢烈氏 

「移住支援センターの取組みと地域内外の連携に向けて」 
・7月からふくしま 12市町村支援センターのセンター長になった。すでに様々なパートナーか
ら事業提案いただいている。具体的には 12 月以降になるが、センターでどのようなことをやっ
ているのかご紹介する。移住定住人口につながっていくので、ディスカッションしたい 
・「3_【プレゼン】移住支援センターの取組みと地域内外の連携に向けて.pdf」をご説明 
・本日お伺いしたいこと（以下 3点） 
1.移住者がどんどん増えてきている 
特殊な地域もあるので、どうやって地域と馴染んでいくかのサポートが必要。まだ充分ではな

いと感じていて、皆さんと一緒に考えていきたい。皆さんも良い方に移住してもらいたいと思っ
ていると思う。どういう人がいて、どういうサポートが必要かをお伺いしたい 
2.半分以上が制度の話を聞きに来ている。 
制度はあくまでも後押し。しかし気にされているのも確か。どんな制度を知りたかったのか。

制度の中でもどんなことを知りたいのかを知っていきたい 
3.交流事業の話だが、最初から移住したいと思う人は少ない 
交流していって移住したいと思う人が増えてくると思う。センターや 12 市町村がどのように

取り組んでいくべきか、関わりを持ちたいか伺っていきたい 
 
【意見交換】 
・発言者より）雇用が問題。需要はあり、供給もあるがマッチングしない。ネクサスファーム大
熊も人が少ない。販路があるのに生産ができない。オポチュニティを失っている。チャレンジし
たい人が来ているが、生計を立てていくのに自信がない人がいる。フルタイムでないライフワー
クを提供すればよいのでは。本当に地元の人でないといけないか？フルタイムの必要あるか？柔
軟な対応が必要でないか。働き方のイノベーションをしていけばよいと思う。 
⇒藤沢氏より）フルタイムで魅力的な待遇を出せる会社は限られているが、それができる会社か
ら対応しようと思っている。でも頭打ちは来る。ワークシェアリングは対応しないといけないと
思っている。地域の仕事を集めて、一人の方が行うような仕組みも考えていて共感する。外から
くる人は週 1日の仕事では移住ができない。最初はリモートでも OK、最終的に移住に進むと良
い。週何日からでもリモートでも働ける環境から提供し、関心を持ってもらいたいと思っている 
 
・発言者より）フルタイムは素晴らしいと思うが、「兼業禁止」がある。はずしてもらったほう
が良い。 
⇒藤沢氏より）事業者と話すときに、この件を伝える。移住者を迎えるためのアドバイスをして
いるので、その中に入れていきたい 
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・発言者より）ジェンダーの問題。アンケート結果にジェンダー差が見られたか？女性は地方に
戻ってこない。地方は女性へのあたりが強かったり、女性が住みづらかったりすることがある。
学生と女性のヒアリングを進めているがやはり住みにくさを感じているようだ。これが妨げにな
っていることが見えてきている。データや肌感覚で何か気づく点はあるか。 
⇒藤沢氏より）アンケート調査の移住意向は、男性が高かった。男性は仕事の情報が知りたい。
女性は仕事と生活の両立。女性には男性には見えにくい生活のしにくさはあるのだろう。ケアで
きる体制にすることが移住者を迎えるにあたって大事、共感する。センターも男性ばかり。そこ
から変えないといけないと思っている。 
⇒発言者より）男性目線が移住の目詰まりにもなっていると思う。女性から見た時に小児科の少
なさもネックになっている。女性としては、家族・暮らしも大事だよね、となる。自分たちでも
調べていくので、また教えていただきたい 
⇒藤沢氏より）どんなキーパーソンと連携していくかという点でも、女性目線を分からない前提
で連携していく必要があると思っている 
 
・発言者より）移住の費用負担 1人 120 万は大きい。当面の資金が必要だが、住民票移動してか
ら 3か月後～1 年未満に事業申請しないといけない。今年度は来年 1 月 28日締切の為、今年の
10 月 28日までに済ませないと今年度の補助金申請に間に合わない。住民票を移動して 3 か月以
内でないとだめというのが難しいと思う。直近の課題と思っている。お話を聞いた方も同様のこ
とを言っていた。 
⇒藤沢氏より）制度自体は県がやっている。3か月にしている背景は、色々な方から申し込みが
あり、ある程度居住してもらう必要があると考えてのことだと思う。元々の話と違ってきたら返
金のルールになっているが、実際に返金は難しい為、そのような制度になっていると思う。引っ
越すタイミングでお金は欲しいと思うが、制度が悪用されてしまう場合もある為、バランスをと
っているのだと思う。生の声は大事なので聞いてみる。 
 
・発言者より）多くの企業が操業開始するが、働き手が足りない。短期的にどう対応するか？ 
⇒藤沢氏より）移住は長期的な問題だと考えている。移住は半年 1年かけて検討しなければいけ
ない。相双機構で短期的な人材確保は行って補おうとしている。短期的だと移住につなげるのが
難しいので、カバーするのが難しい。5 年 10 年かけて定住して働いてもらえる人を増やすのが
ミッションだと考えている 
 
・発言者より）各市町村が独自に移住定住施策を動かしている印象。もっと広いエリアで考えて
もいいのでは？壁をなくしたほうがもっと柔軟に対応できるのでは？ 
⇒藤沢氏より）移住施策は、本当にその通り。実際に来た後、来る前にどうケアするか。人が来
る前後の市町村の役割は大きい。ただ東京への情報発信など、個別だとお金もかかり、対応でき
ない。こういったものは各市町村で行うのでなく、センターから発信する。移住支援センターが
すべてを担えるわけではないが、こういう所を強化したら良い、連携した方が良いことなどあれ
ば教えて頂けると助かる。広域、市町村の領域を議論しながら組み立てる必要がある。 
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・発言者より）移住促進について、あすびと福島として貢献できる可能性がある。あすびと福島
は企業の出向者が 5 人目を迎えているが、経営判断の共有と新規事業立案を経験して成長して
いる。移住定住する方の最初の ６ヵ月～1年、あすびと福島で仕事を経験することによって、
移住定住のハードルを下げることができるのではないかと思う 
 
・チャットコメントより）現状をご教示いただき御礼申し上げる。今回の移住定住事業を担当さ
せていただき、あらためて「移住定住」という言葉は行政用語だなと痛感しているところ。広報
手段も大切だが、こういった場で浜通り全体が魅力的な地域、魅力的な暮らしができることを作
っていければ良いと思う。 
 
・チャットコメントより）呼称の件、今的には、”Well-being” はどうか。移住定住のインセン
ティブとしては、浪江町のやっているお試し移住時のレンタカー代補填は良さそうである。(他
もやっているかも知れないが) 
 
・チャットコメントより）藤沢さんとも以前話していたが、人を繋いでくれたりアイデアを出し
たり情報発信してくれたりとキーパーソンになるような方々が「どうしてもあそこに行きた
い！」「また来たい！」と思って集まって来るような求心力のある魅力的な滞在できる場が浜通
りにできると良いなあと思っている。 
 
【最後に】事務局より 
情報発信だけではなくコンテンツも必要ということだと思っている。また、この場で PJ 誘発に
つながるような情報交換につなげていきたい。RCF としても個別に協力してもらえることも提
案もらっているので、皆さんに共有させていただく。 

 

② ＪＴＱ株式会社 谷川じゅんじ氏「他地域事例と“浜通りならでは”を踏まえた広域情報発信
（ポータルサイト含む）のあり方について」 ※資料は投影限定 

・ワーケーションを通じて、交流人口を増やし関係人口値を上げていこうとしていくモデルをご
紹介（資料に沿って、JWAｃでの取り組み内容を説明） 
・WAM と名付けて事業を設計。ビジョンは、ウェルビーイングとしながらワーケーションをモ
デル化し、関係人口につなげていきたい 
・なぜワーケーションなのか？国内総充実＝GDW（自己肯定感が高い状態）が重要だと考えて
いる。移住は移動から始まり、令和においては探求発見が重要になってきている 
・「だれが」それを言っているのか、発信しているのか。人に紐付いていることが多く重要視さ
れている。次に場所の情報を知りたがる 
・以前は、「どこで」「なにが」需要だった。キーオピニオンリーダー（KOL）をどう紐付けて
いくかがポイント。自分もここ良いなと思うきっかけは、普通の生活の良いなを感じられること
であり、そこに頻繁に訪れる方を増やすことが重要だと考えている。（例：会津若松での事例
BeSkipper＝道先案内人） 
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・コミュニティデザインは、市民・社会・産業振興の三方善しであることが重要。持続性も非常
に大事。その場所を訪れて体験し、記憶にとどまっていく。記憶が良ければ再訪するポジティブ
なアクションにつながっていく。最初は交流だったが、関係が深まっていく。Skipper と仲良く
なり、その場所に友達がいることが移住にとってとても大事だと考える。 
・地域情報を編集し、より有機的な人のつながり、人流をハードとソフト側面から生み出す 
・事例：徳島県神山町の関係人口づくり、定住化促進についてご紹介 
・アイデア：AI マッチングを使って、ライフスタイルが合う人をマッチングして結合していく
ようなプラットフォームを作っていく 
 
・チャットコメントより）神山の事例について、「誰か来てください！」より、「こんな人を求め
ています！」というほうが、情報は届くようだ。 
 
・チャットコメントより）神山は農業とアートから始まったという話に関連して、浪江も農業と
アートで仕掛けている。浪江でコミュニティ実験農場やる。この地域、この国で育てられたこと
のない作物をいろいろ作る予定。みなさん育てたい作物あれば。あと、栽培に関わりに来てほし
い。 
 
・チャットコメントより）浜通りモデルを描くためにも、地域の将来のビジョンを(いわき市も
含め)多くの人と構築することが必要に感じる。 アーティストのレジデンス需要は、私の周辺で
は旺盛である。 
 
・発言者より）伺っていてすごいなと思った。自分のいる町は会津のようなステキな場所がな
い。会津は素敵な伝統工芸等があり写真を撮って素敵だと思う。自分でよいと思う場所はあるが
多くの人にアピールするにはまだ足りない。無い状況から作っていくプロセスが無いと、浜通り
版のWAM モデルは難しいのか。 
⇒谷川氏より）神山町は３０年前に取り組みを始めた。始めた当時は村の人達は「何の話か？」
という状況だった。観光資源はないが、神山町は自分たちの魅力は農地が美しく維持管理されて
いることが重要だと考えた。農業を中心に置きながら、農業をステキに見えるように芸術や IT
がある。 
いきなり素敵なことをやるのでなく、浜通りには浜通りのデザインがある。それをきちんと伝
え、賛同する人をふやしていく。何度も来る人を増やしていく。移住者の経験を聞いたり、移住
者との時間を過ごしたりすることで Vacantに意味が出てくる。浜通りならではのモデルができ
る。来てくれる人を増やし、観光地化するのはその先。情報発信していくために、何を核にし
て、見る方の目線で関わりやすいポータルができると良いのではないか。皆さんと一緒に作れた
ら良いなと思っているので、みなさんと一緒に考えたい。 
 
・発言者より）制度の話になると 12 市町村になり、いわきが除外されている。
HAMADOORI13も大半はいわきに住んでいる。 文化的にも福島の中で少し浮いた感じになっ
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ている。いわきも含めて浜通りのつもりで活動しているが、制度がそうなっている。あらためて
知ってほしい。いわきは別だよ、でなく、ひとつの浜通りとして考えてくれるとよい。 
⇒谷川氏より）外の人間からもよく分かる。ほとんどのエリアでは、今も 70％以上は移住を受
け入れておらず、中心部に移住者が集まっている。神山は 30年活動を行ったので、現在やっと
受け入れられる割合が 30％くらいになった。最初はほとんど反対。少しずつ人の交流が生まれ
て、時間をかけてこうなった。 
思いが一緒の人がつながることが重要。エリア、場所でなく、人とつながるポータルができない
かと考えている。この人につないでみようか、という感覚で良い人材をシェアしていく、その人
がまた良い人材を連れてくるスパイラルが生まれる。類は友を呼ぶ、とすごく感じている。人で
掘り起こしていくことで、シブックプライドが報われてデザインに落とし込めないか。モデルを
流用していけると思っていて、みんなが気軽に使えるようにしたい 
⇒発言者より）いわきは除外にならず、浜通りという区切りで取り組めたら嬉しい 
 
・チャットコメントより）移住者から見ると、いわき市の存在感が大きいため、連携必須だと思
っている。センターのウェブサイトでもいわきエリアの扱いを考えていくので、また相談させて
いただきたい。 
 
・チャットコメントより）浜通り盛り上げのためにいわきの力を使っていただくとともに、いわ
きにも還流するような取組ができればと常々思っており、HAMADOORI13 のみなさまとも思い
を共有させていただいている。かゆいところに手が届くご発言に感謝したい。ふくしま１２市町
村移住支援センターとの連携をぜひお願いしたい。 
 
・発言者より）移住者の芸術家の家に生まれた私としては、「芸術家村を作りたい！芸術家に来
て欲しいから移住して！協力して！」と声をかけられたものの、市町村の体制の変化に翻弄され
てしまった芸術家たちを何人も見てきたので、支援策/誘致策とは別に、本人たちが楽しく過ご
せるような地域づくりが必要だなと思った。 
⇒谷川氏より）「芸術村」が廃れてしまうことは実際にある。当時お金がつくことが重要だっ
た。今は「芸術」に対する考えも変わってきた。「開いた選択」を常にしていくのが重要。制度
でなく、つながり、思いが重要。現在は、芸術家と呼ばれる方との距離が近くなった。開いた選
択をしていくことが大きなムーブメントになっていく 
 
・発言者より）政治家、役場、住んでいる方にこういう考えが広がるとよい。アーティスト＝絵
描きの発想が根強い。芸術に興味がある若者は多いが、就職先がない。 
⇒谷川氏より）工芸など興味がある人が多いが、産業が弱っていて働く先がない。工房を作っ
て、「シェアファクトリー」にしものづくりができるようにし、ギャラリーも作る。才能の 6次
産業化の計画を進めている。こういうインフラを作るのも 1 つの方法ではないか。神山町は、移
住者は最初にパン屋を求めた。次にグラフィックデザイナーを募集したら応募が多く来た。特定
の目的を持っている人を呼ぶのも良いと思う。インフラとスキームをきちんと作ってあげれば、



9 
 

そこに根ざそうという若者は結構いるのではないか。 
 
・発言者より）公的支援はあるが、利害関係などで時間がかかる、課題がとりきれない。地元と
のギャップがある。これらが課題である。人も集まってきて、浜の人たちだけでもできることは
あるのではないか？すぐにでもやれることからやってみませんか？ということ。 
この人に会いたいというのは絶対ある。移住者の方の魅力的な情報発信など、12 地域だけでな
く福島全域みんなでやっていきたい地元メンバーが集まって、すぐにでもはじめたらよいので
は。 
 
・発言者より）ワーケーション、移住特集は反響がある。Skipper をアサインすると報酬も生ま
れると思うが、ビジネスモデルは？ 
⇒谷川氏より）自分が案内を依頼するときは、相手に時間を空けてもらっている。報酬が発生す
るとするなら、時間を提供する側に値段を決めてもらう。自分の体験、時間を分けてもらってい
る。データベースを活かして自分の興味域を将来的に共有ができて、自分の趣味趣向が合う人が
インスパイアされる人が見つかり、時間をシェアしてくれる人を探すサービスを提供できるので
はないかと考えている。 
延岡のエンクロス事例は、公民館だが本とカフェがあり、ほとんどの人が毎月来る。住民の人が
面白いと思っていることをイベント化していて、雑談イベントが多い。800 件のイベントが自主
的に行われていて、1万 4 千人が参加（市民の 1割強）。地元の人たちが主体になってイベント
をやると、参加したい人が実はいて、友達づくりが将来的にできあがる。外の人にも「友達作
り」を促す仕組みをインフラでできるのでは。タイムシェアの価格決定権は Skipperにあり、情
報の中身・価値に意味があればどんな値段でも人がつく 
 
・発言者より）人のつながりが本当にキーになると思っている。奈良の人たちに、自分たちの奈
良を勉強しようという会を行っている。5年間続けたところコミュニティが 100 名以上になっ
た。仮想の村を作ろうとしている。移住定住の特集やって地方の良いものを紹介しているが、な
かなか移住までのハードルが高い。どう埋めていくかという話だと思うが、仮想の村というアイ
デアもいいと思っている。 
 
 
 
【最後に】事務局より） 
まだ話せていない人も話す機会や、これが前に進むような土台をサポートしていきたい 
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●参加者よりご報告 
① 福島中央テレビ江花景二氏 「浜通りスポーツ構想の進捗状況」 
・浜通りスポーツまちづくり構想について、野球を切り口に活動してきた。7 月から取り組ん

できたことのご報告。 
・3月 19・20 日に浜通り中学野球交歓会を実施するので、対話の場を重ねていきたい。浜通

りが一体となって官民連携のネットワークを構築したい 
 ・磯崎邦広氏より）福島ベースボールプロジェクトという社団を立ち上げた。分析してみると
リピーターが多い。持続性、記憶に残ってまた来年も来たいと思ってもらえる。人の良さ、地域
の良さを訴えていくことが重要だと思い、交歓会を実施した。できることからやってみる、をや
ったことにより福島中央テレビさんともつながることができた 
 
② 福島県庁商工総務課松津和宏氏 「交流人口予算事業について」 

・経産省に支援いただく補助事業を紹介する(令和 7 年度まで) 
1.誘客コンテンツ開発支援（3 年継続） 

浜通り 15 市町村にいかに人を呼び込むか 
浜通り地域で根付いて頂くためにも、補助率を次年度以降減少 
規模の大小問わずやる気のある方を支援したい 
こういう場を通じてプロジェクトをブラッシュアップしたり、事前相談してアドバイス
してもらったりして申請してもらいたい 

2.広域マーケティング事業（5 年継続） 
公募に向けた検討段階である 
浜通り地域のマーケティング調査を年間 1.1 億円予算化している 
谷川さんの発表イメージが近いと思っている 
公募開始に向けて調整を進めていきたい 

・いずれの制度も 5 年間は継続していく。今年度だけでなく来年度に申請していただくこと
も可能なので、機会を活用してもらいたい 

 
③ 福島県相双地方振興局高林正美氏 「ネイチャーランシリーズについて」 
 ・交流人口が喫緊の課題 
 ・現在開催しているマラソン大会 7大会をシリーズ化し、マラソンの聖地としてブランド化 
 ・被災地の復興状況の正確な情報発信をしたい。交流人口拡大により、地元企業、宿泊施設、
商店街の売上貢献など地域経済への波及効果を見込む。コロナ感染状況を鑑みながら取り組んで
いく 

 

【最後に】事務局より） 
時間の関係で質疑のお時間を設けられなかったので、何かあればご連絡頂ければお繋ぎする。 
次回もこんなお話したいというものがあればご連絡ください。 

以上 


