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いま、東北では多くの人が奮闘を続けています。

先進地域の方

もともと抱えていた少子高齢化などの課題に加え、
震災で受けた打撃をなんとか乗り越えるために。
しかし、現場で奮闘するだけでは、分からないこともあります。
海外に旅をして初めて、日本のいいところやそうでないところを意識するように、
新たな視点を得ることで、やっと自分たちのカタチが見えてくる。
先進地域の方

そこで、東北以外で先進的な取り組みを行う地域を実際に「観」に行き、

参加者

さらに自分たちの地域を「診」てもらう

ツーリズム型復興研修プログラムをはじめることにしました。

『地域イノベーター養成アカデミー』の東北版です。

先進地域の方

「観る」と
「診る」。
2つのフィールドワークによって、
地域のイノベーションを
より加速させていきたいと
思っています。

先進地域の方
先進地域の方

先進地域の方

テーマ

アカデミーのパートナーは、どこもそれぞれの風土を活かし、独自のまなざしで活動を行っている地
域です。今後どのような視座を持ち、復興事業を促進していけばいいのか。東北の復興に親和性の高
い9つのテーマのなかから、そのヒントになる全国の先進地域を選定しています。

震災復興

組織運営

資金調達

目指すのは現状復帰以上の その地域らしさ 。歴史や
風土に向き合って、人を巻き込む取り組みを具体化し
ていきます。

事業を強化し継続性のあるものにするには、目的
に適った組織づくりが要。さまざまな立場の関わ
りを想い描く必要があります。

個人による寄付が一般化しつつあり、企業・団体の関
わり方も資金援助＋αの広がりを見せるなか、時代に
合った資金調達方法を学びます。

観光

エネルギー

福祉

その地域らしさ をパッケージ化し、地域内外にファ
ンをつくる取り組みの可能性を探ります。

自分たちが使うエネルギーは地域でつくる。エネル
ギー拠点を分散させる、新しいエネルギーづくりが始
まっています。

高齢化社会が到来し、既存の枠組みに収まらない高齢
者の暮らしや介護のあり方が求められています。

商品開発

デザイン

住民参加

地域にあるものを活かした商品化は、地域PRとして
の効果だけでなく、雇用を増やすことにもつながりま
す。

商品の生まれた背景を織り込む、地域商品のデザイン。
その地域らしい デザインは、ときに地域課題までも
解決します。

まちづくりの主役は、その土地に暮らす 住民 。住民
をうまく巻き込む方法を学びます。

─
●
「地域復興支援員」
の導入
● インターンシップやUIターンによる若者の受け入れ
● 直売所、農家レストラン、加工品づくりなどの事業開発
● 暮らし体験型ツーリズムなど観光力の促進

─
● 地域資源の発掘方法
● ツーリズムのプログラムづくり
● 住民や地元企業の巻き込み方

─
● 商品化に適した地域資源の発掘方法
● 開発段階のチームづくり

─
● 組織タイプ別マネジメントのコツ
● UIターン者を巻き込む組織づくり
● メンバー間でのシナジーの生み方

─
● 地産地消エネルギーの循環整備
● 既存エネルギーからの切り替え方
● 住民や地権者との交渉方法

─
● 地域に根ざしたデザイン力の育成方法
● デザインと物語を合体させたアウトプットの技術
● 地域デザイナーの育成方法

─
● クラウドファンディングを使ったファンづくり
● 地元企業のサポーター化
● 適切な受益者課金の方法
● 効果的な情報発信

─
● 超高齢化社会に対応するまちづくり
● 町内会、集落単位での支え合いの体制づくり
● 配食サービスやデイサービスなどの事業開発

─
● 当事者意識の醸成方法
● 住民を巻き込んだプログラムづくり
● 町内会、集落単位での地域づくり
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東北で震災復興に取り組んでいる方を対象に、東北以外の先進的な事例を学ぶツーリズムです。先進
地域の取り組みを実際に「観」に行き、自分たちの地域を「診」てもらう、実践的な交流が特徴。全国各
地のまちづくりの現場を結びます。

スケジュール

参加者

1
オリエンテーション

2
フィールドワーク1

3
ワークショップ
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フィールドワーク2
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参加者の顔合わせや、フィー

地域の取り組みや地域課題

「フィー ルドワ ーク1」で学

「フィー ルドワ ーク1」で訪

アカデミーで学んだことを

んだことを整理し、自分た

問した地域コーディネー

整理し、今後の取り組みに

ちの取り組みにどう活かし

ターに、自分たちの地域に

つ い て の 設 計 を 行 い ま す。

ていくのか、仮説づくりを

来ていただき、現地を見な

最後に、参加者全員で、そ

行います。また、自分たち

がら意見交換を行います。

れぞれの学びのシェアも行

仙台、もしくは東京

ルドワークに出発する前に
調べておくべきポイントな
どを確認します。アカデミー
を有意義なものにするため
の事前研修です。

全国の先進地域

を、地域コーディネーター
にご案内いただきながら体
感します。また、現地で東
北の状況についてシェアし、
互いの取り組みがどう発展
していったらいいのか、ディ

仙台

の地域での
「フィールドワー

仙台

自分たちの地域

います。

ク2」を設計します。

スカッションを行います。

先進地域の方

参加者

先進地域の方

2013年度 参加概要
対象者

定員

参加費

東北の震災復興の現場で活動

20名

無料

を行っている団体のリーダー、
もしくはスタッフ

（各地域最大4名 5地域）

※
各地域への渡航費、宿泊費は事務局で負担いたします。オリエンテーションや
ワークショップ会場への交通費、フィールドワーク滞在時にかかる食費、アク
ティビティ費は、各自ご負担ください（事前に概算をお知らせいたします）。
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先進地域

1

七尾［石川］ 株式会社

御祓川
このまちの成功している分野

震災復興

住民参加

まち・ひと・みせを育てることで
住民レベルの暮らしやすさから
復興を考える

七尾市内中心部を流れる御祓川の水質改善と、川を中心に据
えたまちづくりを目指して設立されたのが同社。第一次産業
を中心に、担い手減少という課題にも取り組んでいます。民
間のまちづくり会社として産声を上げ、15年を経たいま、そ
のミッションはより鮮明に。 まち・ひと・みせ を育てる3本柱
で事業を行い、住民が地域づくりに参加できる仕掛けも多数
あります。特に力を入れているのは、商品開発と販路開拓。
まちのデータ
●

2004年、旧七尾市、田鶴浜町、中島町、能登島町が合併し七尾市誕生。石川県能登地方の中心都市。

●

面積／ 318.0㎢

●

人口／約56,900人

●

交通手段／①仙台─
（飛行機）
─小松─
（空港連絡バス）
─金沢─
（JR七尾線）─七尾

2007年の能登半島地震後には、能登の情報満載のポータルサ
イト『のとスタイル』、特産品を扱うネットショップ
『のとスタ
イルストア』を開設しました。地域内外からの関心を取り込み、
持続可能なまちづくりへと歩みを進める方法が学べます。

②仙台─
（東北新幹線）
─大宮─
（上越新幹線）─越後湯沢─
（JR特急はくたか）─金沢─（JR七尾線）─七尾

株式会社 御祓川HP

http://www.misogigawa.com/
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先進地域

2

長岡［新潟］ 公益社団法人

中越防災安全推 進機 構
このまちの成功している分野

震災復興

組織運営

住民参加

復興＋中山間地の課題解決にむけて
震災から10年のプロセスを知る
2004年に発生した中越地震を機に、産官学民の防災ネットワー
ク組織として設立された組織。震災により露呈した過疎化や
高齢化社会の課題にも取り組んでいます。
「復興支援員制度」を
初めて取り入れたのも同機構です。復興支援員の任期は1 〜 5
年。任期が終了しても中越で仕事をし、定住してもらうため
に、農家レストランや直売所などの活動が立ち上がりました。
復興支援員の誘致にとどまらず、
『中越山の暮らしインターン』
や『にいがたイナカレッジ』など、インターンシップのコーディ
まちのデータ
●

まちの概要／平成の大合併を経て古志郡、三島郡の大部分を占めるほか、蒲原郡、魚沼郡、刈羽郡に

●

面積／ 890.91㎢

●

人口／約280,000人

も跨がる規模に。日本一長い河川、信濃川が市の中心を流れる。

●

交通手段／仙台─
（東北新幹線）
─大宮─
（上越新幹線）
─長岡

ネートも事業の柱に成長しています。
しかし、10年の間にはさまざまな壁にぶつかってきました。
失敗も含めたプロセスを包み隠さず教えてくれます。

公益社団法人 中越防災安全推進機構HP
http://c-bosai-anzen-kikou.jp/
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先進地域

雲南［島根］

3

雲南 市役 所
このまちの成功している分野

福祉

住民参加

地域の
「交流センター」を拠点に
住民主導の暮らしを支える事業をつくる
少子高齢化の度合いが日本全体の20年先をいく雲南市。まち
づくりの在り方も、全国に先駆けて変化しています。2008年
に市が制定した「まちづくり基本条例」でも 市民が主体的に関
わる ことを明示。具体的には各地の公民館が
「交流センター」
に名称を変更し、課題解決型自治組織の拠点として機能し始
めています。現在49組織が市内にでき、新しい雇用を生んで
いる地域もあります。地域から自発的に生まれた事業は、デ
イホーム、水道検針の受託、
『笑んがわ市』という名の産直野菜
市など多様。どの地域も、自ら資金調達を行い、事業継続の

まちのデータ
●

まちの概要／ 2004年、大原郡大東町、加茂町、木次町、飯石郡三刀屋町、掛合町、吉田村が合併して

●

面積／ 553.41㎢

誕生した。市の大半を林野が占め、高低差が大きい地域。
●

●

人口／約41,400人

ために動いています。さまざまなタイプの実践がなされてい
るので、官民一体の挑戦の悲喜こもごもを学べる地域です。

交通手段／①仙台─
（東北新幹線）
─東京─
（飛行機）
─出雲空港からタクシー or レンタカー

②仙台─
（東北新幹線）─東京─（東海道新幹線）─岡山─
（JR特急やくも）─松江市駅からタクシー or

レンタカー

雲南市役所HP
http://www.city.unnan.shimane.jp/
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先進地域

4

四万十［高知］ 一 般社団法人

いなかパイプ
このまちの成功している分野

商品開発

デザイン

地元に暮らす
「地デザイナー」だからできる
地域の背景を織り込んだアウトプット
いなかととかいのパイプ役を担う同団体。いなかの資源が豊
富な四万十町にあるさまざまな事業を手本に、とかいの人に
向けて いなかで活動する ことを伝えています。四万十町で
特に注目すべきは、第三セクターの運営から2005年に住民共
同出資の会社へ転換した
『株式会社 四万十ドラマ』。大人気の
『道の駅とおわ』の運営をしています。
とおわに並ぶ商品の自慢は、埋もれていた資源をブランディ
ングした商品。栗、紅茶、山間米など四万十町ならではの産
まちのデータ
●

まちの概要／ 2006年に窪川町、大正町、十和村が合併して誕生。四万十川の中流域に位置し、一部地

●

面積／ 642.09㎢

●

人口／約18,700人

域は土佐湾に面する。面積の87％は山林が占める。

●

物を商品化し、地域に住むデザイナー「地デザイナー」がストー
リーを伝える商品イメージをつくっています。資源の発掘、
売り場、デザインまですべて地域内でまかなう強みや難しさ、
実現のための道のりを学べます。

交通手段／仙台─（飛行機）─東京─（飛行機）─高知龍馬空港─（バス）─高知─（JR特急土讃線）─窪川
─（土佐くろしお鉄道中村線）
─十川

一般社団法人 いなかパイプHP

http://inaka-pipe.net
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先進地域

5

小値賀［長崎］

おぢかアイランドツーリズム
このまちの成功している分野

観光

組織運営

ヨソモノが地域の人の想いを汲んで
島暮らしの豊かさを伝える旅をパッケージ化
コーディネーターのひとり、高砂樹史さんは魅力的な子育て
環境を求めて2005年に小値賀島へ移住してきました。そこで
隣島の野崎島が2000年に無人島になったことを知ります。同
様に小値賀島も過疎化が進んでいた状況を憂い、観光客を呼
び込むために民泊事業や自然体験ツアーなどを企画するNPO
を設立。Iターン者である高砂さんが始めた取組みは、地域の
人々が島での暮らしを存続する願いを、徐々に喚起していき
ました。
まちのデータ
●

まちの概要／小値賀本島を中心に、周囲に散在する大小17の島からなる町。五島列島の北部に位置し、

●

面積／ 25.46㎢

●

人口／約2,700人

北は佐世保市の宇久島、南は新上五島に相対している。

●

交通手段／仙台─
（飛行機）
─福岡─
（地下鉄）─博多駅─
（タクシー）─博多港─（フェリー）─小値賀島

当初7軒だった民泊の受け入れ先は今では50軒以上に。また、
NPOの職員は15名を越え、地域の雇用も生んでいます。島の
人が当たり前だと思っていた暮らしや食文化の価値を、ヨソ
モノの目で発掘・発信することや、体験型観光の可能性を学べ
ます。
おぢかアイランドツーリズムHP

http://ojikajima.jp
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参加者の声

2013年度のアカデミー参加者それぞれが学び、持ち帰ったものは何か。感想を伺いました。

小規模多機能自治の可能性を探りたい

「日本の未来は東北から」
の言葉が励みに

雲南では「少子高齢化・人口減」という現状と予想される将来に

「たくさんの若者が活動をしていて、驚いた。ここが最先端だ、

対して、住民の意識が高かったですね。自分たちで自分たちの

日本の未来は東北からつくられる」という講師の言葉を聞いて、

地域を担っていくしかないと覚悟を決めて行動しているんです。

改めていまの時期がいかに大事で、復興に向けてのチャンスな

小規模多機能自治の考え方や住民の自主性を引き出す手法は、

のかを理解しました。

いわきでの活動にも反映していきたいです。

アカデミー参加者同士の横のつながりができ、自分たちにとっ

いま、復興に向けて未来を描きにくい状況があります。けれど

ての課題が、他団体にとっては大した課題でないことがあると

も、ほかの参加者の活動地域からも、復興に向けての息吹や、マ

雲南［島根］

矢口 拓也さん

七尾［石川］

イナスをプラスにする勢いを感じ、刺激を受けたこともいい経

吉野 和也さん

験になりました。

知りました。近況を話し合う機会を増やし、団体を越えて協力
し合えば、お互いの地域にとってもよい結果を生むのだと実感
しています。

NPO法人
テラ・ルネッサンス

いわき
オーガニックコットン
プロジェクト

（大槌復興刺し子プロジェクト）

参加者同士のつながりも収穫

先進地域の話が東北への刺激になる
地域の人が地元を大切にし、盛り上げていくための意気込みが

自分たちの集落の定款を一からつくり上げたことをはじめ、

印象的でした。新しい神事をつくったという話には驚きました

雲南の交流センターを拠点にした事業は、どれをとっても小さ

ね。いかに柔軟な考えを持てるかが、重要だと実感しました。

な成功体験の積み重ねなのだと感じました。特に『笑んがわ市』

御祓川の事業を視察して自分のまちに帰り、強く思ったのは、

は、お母さんたちがいきいきと料理を出し、「週一回の楽しみ」

この事例を地域の人たちに知ってほしいということ。先進地域

と話していたおばあちゃんの笑顔が心に残りました。雲南の事

の方々がこちらの地元に来てくれるプログラムでよかったです。

例に刺激を受け、私が活動する地域でも「住民同士の交流スペー

結果的に、七尾のみなさんと田村市の地域住民の会合を持てた

スの建設」という、地域の人の夢が始動しました。

のが収穫でした。

アカデミーをきっかけに、いわき市、浪江町の復興関係者と交

地元の「何かやりたいが、やり方が分からない」と考えている

流が始まったのも嬉しいです。情報の交換だけでなく、悩みや

人にとって、七尾の話は大変刺激になったようです。それから

志の共有もできるようになりました。ほかにも周辺自治体の復

はアイデアが堰を切ったように溢れ出て、その人たちは精力的

興支援員の方ともつながりができ、人との縁が自分の仕事に対

に動いて、地域再生に向けてチャレンジしています。

するモチベーションになっています。

七尾［石川］

渡邊 奈保子さん

佐原 禅さん
田村市復興応援隊

雲南［島根］

隊長

NPO法人コースター
田村市復興応援隊
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具体的な助言が宿開業への原動力に

小値賀［長崎］

亀山 貴一さん

地元の人が地域に関わるヒントを得る

「大切な人が来たときに、どう案内しますか？」というお題の

小値賀の方々が私たちのまちに来てくださる機会を利用し、地

ワークショップに参加した際、地域の人からどんどん意見が出

域づくりの担い手促進イベントを開催しました。地元住民、UI

てきて、巻き込み方の参考になりました。さらに、小値賀の方

ターン、復興支援で地域に関わる方などさまざまな人が参加し、

に地元に来ていただけたので、宿をする計画についても、古い

「有意義な出会いと時間だった」
「自分の職業に活かせそう」など

漁師の家の使い方など具体的なアドバイスをいただくことがで

の感想をいただきました。参加者それぞれが地域との関わり方

きました。おかげで今後のイメージが具体的になりました。

を考えるきっかけづくりができたし、関わろうとしている地域

アカデミー参加者とのつながりができ、行き詰まったら相談で

の人がたくさんいることに気づくことができました。

きる相手ができたことも、とても大きい収穫でした。今回同行し

これまでは、釜石市にいかに人を呼ぶかという視点だったのが、

た南三陸町の及川さんとは活発に交流をしていて、情報共有し

外から人を受け入れる為には地域の人材育成、発掘が必要だと

たり、漁家民宿許可のアドバイスをいただいたりしています。登

考えるようになりました。私のネクストアクションは、地域内

米市で農家を営む菅原さんからは、お米を仕入れさせてもらっ

部、外部両方の人材を見出し課題意識を持ってもらい、地域の

ているんですよ。

小値賀［長崎］

蛤浜プロジェクト
代表

担い手として関わってもらえる方法を考えることです。

橋本 かな子さん
一般社団法人
三陸ひとつなぎ自然学校

先進地域に習い事業形態を転換

お問い合わせ先

小値賀では「人がたくさんきてよかった」という一時の成果に満
足することなく、少子高齢化、人口流失という地域が抱える課題

特定非営利活動法人ETIC.（エティック）

について、交流・観光事業を解決の手段にしていました。民泊
先のお母さんの「民泊を受け入れることはとても楽しいが、島
の暮らしや将来が良くなれば、観光でなくてもいいんだよ」と
いう言葉がとても印象的でした。地域課題をピンポイントで紹

アートディレクション＆デザイン：一ノ瀬 雄太

〒150-0041

イラストレーション：徳永 明子

TEL:03-5784-2115

視察後、具体的に動き出せたこともあります。公益的な役割と、

FAX:03-5784-2116

組織維持のための収益事業を、両輪で展開する事業形態を参考

E-mail:academy@etic.or.jp

に、当協会で新年度以降の体制づくりを進めることになりまし

WEB:http://academy.etic.or.jp

に、組織自体が自立する覚悟を持つことができたんです。

ライティング：小野 民

東京都渋谷区神南1-5-7 APPLE OHMIビル4F

介してもらう機会が持てたこともよかったです。

た。研修に参加したことで、地域が将来に渡って持続するため

パンフレット 企画・制作：ASOBOT

担当：大塚・長谷川

小値賀［長崎］

2014年3月1日発行

及川 和人さん
一般社団法人
南三陸町観光協会
企画部門チーフ
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