
!"#$%&'(!)$$*

+,+,-+,+.

ローカルSDGsリーダー研修 migakibaプロジェクトブック



人口減少、気候変動、地方創生など、さまざまな課題や機会が生まれるなかで、

これからの地域はどのように変化していくのでしょうか？

その土地に育まれてきた自然・産業・文化を引き受けながら、

内外の地域のつながり・関わりを捉え直す、

自立分散型の地域のあり方がいま求められています。

migakiba（ミガキバ）は地域の担い手を育成し、

これからの地域循環のあり方を描き出すことを目指しています。

!



migakibaは地域の資源や文化を参加者・事務局がともに探索し磨き合うことで、
これからの循環を考える環境省主催の実践型研修プログラムです。
2020年度は全国各地そして海外から多様な専門性・背景を持つ38チーム159名
が参加。独自の自然環境や文化的・歴史的背景を持つ5つの地域を舞台に、それ
ぞれの土地に根ざし先駆的な活動を実践する現地事務局、講師陣による伴走の
もと、新たなプロジェクトを構想してきました。

［ 3つの特徴 ］

循環経済・自立分散型社会への移
行に向けて、地域の資源や文化を
内外の視点から磨き合うことで、
これからの持続可能な地域のあり
方を切り拓く人材を育成します。

本年度のプログラムは、2020年12月23日～2021年3月13日の約12週間。新型コロナウイルス感染
拡大の状況をふまえ、全編オンラインで実施しました。応募は3～5名で1組のチーム単位とし、オンラ
イン環境下でも、スムーズなコミュニケーションがとれる体制で臨みました。

デザインの力で
地域の持続的な好循環を
生み出す人材の育成

1

5つの開催地それぞれの自然環
境・文化的背景に基づくテーマを
設定。先駆的実践者として活動す
る企業・団体が現地事務局を担う
ことで、地域・テーマに対する理解
と洞察をサポートします。

2
地域における

先駆的実践者の伴走のもと、
探索する5つのテーマ

5つのテーマに加え、デザイン、ビ
ジネス、ストーリーテリングなど各
分野を専門とする講師陣によるセ
ミナー・メンタリングで、プロジェ
クトを多角的視点から磨き、実現
に向けてサポートします。

3
各分野の講師陣とともに、

地域を超えて
アイデアを磨くプログラム

地域に根ざす資源・文化をともに磨き、
これからの循環を考える12週間

「第五次環境基本計画」において提唱された、日本の各地域がそれぞれの資源を有効に活かし
ながら自立・分散型の社会を形成しつつ、互いに支え合うことで、持続可能な地域・社会を構築
する構想。環境政策による経済的・社会的課題の同時解決とイノベーションの創出により、将来
に渡って質の高い生活をもたらす新たな成長につなげていくとともに、環境で地方を元気にす
ることを目指す。

地域循環共生圏
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■人と心の見方編
清水 愛子(一般社団法人グッドネイバ
ーズカンパニー代表理事/医師)
川崎 和也
(スペキュラティヴ・ファッションデザイナー
デザインリサーチャー/Synflux主宰)

■未来の見方編
川崎 和也
(スペキュラティヴ・ファッションデザイナー
デザインリサーチャー/Synflux主宰)
萩原 俊矢
(ウェブデザイナー/プログラマー多摩美
術大学統合デザイン学科非常勤講師)

■世界の見方編
小川 さやか
(立命館大学先端総合学術研究科教授)
水野 大二郎(京都工芸繊維大学
KYOTO Design Lab特任教授)

■ビジネスモデル編
瀬川 秀樹(クリエイブル代表)　

■事業計画編
高岡 泰仁(GOBインキュベーションパー
トナーズ株式会社取締役副社長 COO)

■ストーリーテリング編
甲斐 かおり(地域ジャーナリスト)

1月11日（月）-15（金）

チームテーマ設定

ウェビナー❶

12月23日（水）

オリエンテーション

12月5日（土）

参加者公募イベント

2月23日（火・祝）
/27日（土）/28日（日）

３月１3日（土）

全体発表会現地成果報告会

フィールドツアー
動画視聴

1月25日（月）-29日（金）

チームリサーチ共有

ウェビナー❷

2月1日（月）-5日（金）

個人アイデア発表と
チームアイデアへの統合

ウェビナー❸

2月8日（月）/10日（水）/12日（金）

事業化フレームワーク

ウェビナー❹

2月１５日（月）-19日（金）

チームプロジェクト案の
発表とブラッシュアップ

ウェビナー❺

■「これからのローカルについて」
安西 洋之（モバイルクルーズ株式会社
代表取締役/De-Tales ltd.ディレクター）

/ 基調講演 /

■「地域の魅力を磨く」
安西 洋之（モバイルクルーズ株式会社
代表取締役/De-Tales ltd.ディレクター）
田村 大（株式会社リ・パブリック共同
代表/ migakibaディレクター）

/ トークセッション/

【いわき】

小松 理虔(ローカルアクティビスト)
【上田】

永田 宙郷
(合同会社ててて協働組合共同代表)
【香芝】

西尾 美也(美術家)
【山口】

遠藤 幹子(建築家/一般社団法人マザ
ー ・アーキテクチュア代表理事)
【五島】

岡本 亮輔(北海道大学准教授)

【いわき】

小松 理虔(ローカルアクティビスト)
【上田】

永田 宙郷
(合同会社ててて協働組合共同代表)
【香芝】

西尾 美也(美術家)
【山口】

遠藤 幹子(建築家/一般社団法人マザ
ー ・アーキテクチュア代表理事)
【五島】

岡本 亮輔(北海道大学准教授)

【いわき】

小沢 晴司(宮城大学事業構想学群教授)
【上田】

藤川 まゆみ
(NPO法人上田市民エネルギー理事長)
【香芝】

山口 美知子
(公益財団法人東近江三方よし基金代表
理事)
【山口】

上山 隆浩
(岡山県西粟倉村地方創生特任参事)
【五島】

泉 勇気(環境省九州地方環境事務所)

/ 環境省講演/

/ 地域別テーマレクチャー/

/ 地域別環境レクチャー/ / リサーチレクチャー/ / 事業化レクチャー/ / 地域別メンタリング/ /フィードバック＆トーク/

山崎 亮(studio-L代表／コミュニティデザ
イナー／社会福祉士)　
鈴木 敦子(NPO法人ETIC. 事務局長)
田村 大（株式会社リ・パブリック共同代
表/ migakibaディレクター）

■「環境で地域を元気にするローカル
SDGs（地域循環共生圏）形成に向けた
環境省の取組について」
白石 隆夫（大臣官房審議官）

リサーチ手法
動画視聴
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テーマ

風景を耕す

概要
いわきの地に9万9000本の桜を植え、世界一の桜の名所
をつくる「いわき万本桜プロジェクト」や、日本の在来種「備
中茶綿」の有機栽培から商品開発・販売まで一貫して取り
組む株式会社起点の活動。東日本大震災がもたらした土
地の傷を引き受けながらも、これからの風景を自らの手で
耕していく営みに学び、風景と循環の関係性を探る。

現地事務局

「地域活性化プロジェクト MUSUBU」
人、地域、芸術、音楽、情報などあらゆるモノ・コトを結び、
クリエイティブなコミュニケーションを生み出すことで、地
域を活性させることを目的に、2011年いわき市小名浜出
身者により結成。地域資源と突飛なアイディアを織り交ぜ
た心躍るイベント企画やプロジェクトで、新たな知見の提
供や体験を創出する。

01. 東北・福島県いわき市

基本情報

面積 1,232k㎡

人口 約33.7万人（2020年4月1日時点）

特産品 ウニの貝焼き・めひかり

名所 スパリゾートハワイアンズ
 /アクアマリンふくしま

産業 製造業・卸売り/小売業・水産業

地域の特徴

特徴1 黒潮と親潮が交わる
 「潮目のまち」

特徴2 首都圏に最も近い
 炭鉱として栄えた常磐炭田

特徴3 フタバスズキリュウ発掘の地

株式会社起点の事務所と
綿畑を訪問し、映像を撮
影。代表の酒井さんから
事業に対する思いを伺い
ました。また、「いわき万本
桜プロジェクト」の立ち上
げ人の志賀忠重さんや、
テーマ講師の小松理虔さ
んに、いわきの社会的・歴
史的側面から風景を耕す
ことについて伺いました。
1/23には参加チームと現
地メンバーによる8時間オ
ンライン対話会を実施。
（写真下）現地の方々の声
を通してその視点を学び
ました。

ローカルアクティビスト
小松 理虔

オリエンテーションでは、ローカルアクティビスト
の小松理虔さんに、いわきのテーマである「風景
を耕す」についていわきの歴史や文化を読み解
きながらお話いただきました。またウェビナー①
では宮城大学の小沢晴司さんに、「景観と再生」
をテーマに、自身が震災後に環境省福島環境再
生本部の担当として福島に入ったお話や、景観が
織りなす人の暮らしの変化について伺いました。

宮城大学事業構想学群教授
小沢 晴司

!"#$#%&'&()%  現地成果報告会のこと

*(#+,-&)."  見てきた場所 +#/&."#"  話を聞いた人

地域活性化プロジェクト 
MUSUBU代表
宮本 英実

株式会社ethicafe 代表取締役 
/ MUSUBU 副代表
末永 早夏

事務局代表 現地アドバイザー

いわき万本桜プロジェクト

いわき現地事務局＆現地チーム

すべてがオンライン研修となった今回、思考と地域へ
の理解が深まるような「対話」の時間を特に大切にし
ました。ウェビナー、オフ会、現地メンバー全員参加で
行った8時間対話会。「地域課題解決」のためのアイデ
アになってしまわぬよう、自分たちの内側にある関心
事と地域を結びつけて考えてほしいと対話を繰り返し
ました。参加者も現地メンバーも一緒になって駆け抜

けた12週間。結果、今回のメンバーと共に走ったから
こそのいくつもの「いわき」の新たな可能性に出会う
ことが出来ました。いわきをおもしろがり、想いを重ね
てたどりついたアイデアを聞き、未来を考えながら「地
域の風景はこうして耕され、巡っていくのだな」と実感
しました。migakibaで生まれたご縁を、さらに繋いで
いきたいと思います。

現地事務局代表より一言

いわきの現地成果報告会は、現地事務局及び現
地チーム、テーマ講師の小松理虔さんがいわき湯
本温泉「古滝屋」に集い、中継で実施。約70名が
オンラインにて報告会に参加しました。直前まで
繰り返していた対話で上がっていたのは、「綺麗
な事業計画として見せることよりも、自分たちの
意思や背景といわきが重なり合う部分をもっと表
に出してほしい」という現地事務局からの声。す
べてのチームがそのメッセージを受け止め、自分
たちの個性を出し切った発表となりました。報告
会に参加された、いわきの特定非営利活動法人
ザ・ピープルの理事長・吉田恵美子さんからは、
「いわきの中だと暗くなりそうな話題を明るくポ
ジティブなプロジェクトとして考えてくれた」との
コメントをいただきました。
トークセッションでは、発表で終わらせずに、まず
はみんなで実践してみよう、歩みを止めずに
migakibaで培った視点の「メガネ」をかけ続けよ
うと締めくくりました。

（写真：宮城大学提供）
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テーマ

暮らしが育む創造性

概要
国内最大級の古書在庫を背景に、まちのさまざまな場に本
のある風景を生み出すバリューブックス。そして工芸品を通
して農民自らがその個性と思想を発揮する「農民美術」発
祥の地である上田。日々の暮らしから生まれる想像力を活
かし、あらゆる人の創造性が発露できる場や環境、仕組み
のあり方を考える。

現地事務局

「株式会社バリューブックス」
オンライン販売を中心とする古書事業者。毎日約2万冊の
古書が届く中で、そのうち半分は次の読み手に届けられるも
のの、残りの半分を古紙回収にまわさざるを得ない現実に
対し、その一部を保育園や小学校に贈る「ブックギフトプロ
ジェクト」や、無書店地域へ本を届ける「ブックバス」など、本
を通じて人が幸せになるプロジェクトを多数手掛ける。

02. 中部・長野県上田市

基本情報

面積 約552k㎡

人口 約15.5万人（2020年4月1日時点）

特産品 レタス・リンゴ・上田紬

名所 上田城跡公園

産業 製造業・観光業・農業

地域の特徴

特徴1 信濃国の豪族
 真田氏ゆかりの地

特徴2 1917年創業の
 映画館「上田映劇」

特徴3 本州一の少雨乾燥地帯
 年間雨量約890ミリ

（気象庁調べ 1981-2010年）

合同会社ててて協働組合
共同代表 永田 宙郷

NPO法人上田市民エネルギー
理事長 藤川 まゆみ 

上田での現地成果報告会はオンラインとオフライ
ンのハイブリッドで実施。どのチームもギリギリま
で企画や資料を準備し、劇場＆ゲストハウス「犀
の角」に集まった約20名が見守るなか、熱のこも
った発表となりました。
発表後は、現地事務局の池上幸恵さんとアドバイ
ザーの内沼晋太郎さんによる発表の振り返り。自
分たち自身も上田について初めて知ることがあっ
たこと、現地に来られず、各チームが「上田らしさ」
の抽象度を上げて考え抜いたからこそ発想のジ
ャンプが生まれたこと、上田を起点に全国へ広が
る可能性への期待など、力強いメッセージをもら
いました。
最後は、会場の上田市民エネルギー理事長・藤川
まゆみさん、上田市議・斎藤加代美さん、バリュー
ブックス代表取締役・中村大樹さんからのメッセ
ージです。実現の手前まで来ているプロジェクト
も多く、参加者・スタッフとも、次は上田で会いた
い、という気持ちをふくらませ終了しました。

現地事務局であるバリ
ューブックスの倉庫や店
舗「本屋未満」を訪問。ま
た上田の文化・歴史を
知る上で欠かせない「農
民美術」を学ぶべく、「上
田市美術館（サントミュ
ーゼ）」や老舗の店舗
「アライ工芸」を取材しま
した。さらにオンライン
で実施したツアーでは
上田で活躍する方々へ
のインタビュー、上田駅
前から商店街への街歩
き、文化拠点「犀の角」
への訪問とインタビュー
も。上田を存分に味わい
ました。

オリエンテーションでは、ものづくりの作り手・使
い手・伝え手をつなぐ「ててて見本市」の企画・運
営を行う永田宙郷さんによるレクチャーを実施。
ててて見本市を実施するに至った背景から、社会
の変化をとらえ、デザインすることの必要性につ
いて、お話をいただきました。ウェビナー①では、
上田市民エネルギー理事長の藤川まゆみさんか
ら、社会課題解決に向けた実践とご自身のモチ
ベーションについて伺いました。

!"#$#%&'&()%  現地成果報告会のこと

*(#+,-&)."  見てきた場所 +#/&."#"  話を聞いた人

株式会社バリューブックス
池上 幸恵

NUMABOOKS代表 /
 ブック・コーディネーター
内沼 晋太郎

事務局代表 現地アドバイザー

上田現地事務局＆現地チーム

バリューブックス倉庫 現地事務局代表より一言

上田のテーマは「暮らしが育む創造性」。上田市に今
も残る「農民美術」と、かつてあった「上田自由大学」、
２つの文化をヒントに、プロジェクトを練り上げていき
ました。バリューブックスが持つ「本」を中心に据えてプ
ロジェクトを考えたチームもあれば、上田市と関わるき
っかけになるキッチンや部活動の「場所」をつくる提
案、上田の新しい「祭り」の提案、上田と都会を繋ぐ「食

体験」プログラム、ワインの「樽主」になることで上田へ
の愛着を育む提案、農民美術の「木っ端人形キット」を
提案したチームなどさまざまな発表がありました。何か
に縛られることなく、それぞれの興味関心に対して素直
な発表があったことが何よりうれしかったです。miga-
kibaで得た経験やつながりが、参加した方々の胸の中
で小さな芽になって、育っていくと思うと楽しみです。
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テーマ

みんなの郊外

概要
1970年代から障がいのある人たちの居場所や仕事づく
り、表現活動に携わる「たんぽぽの家」の拠点の一つ
「Good Job!センター」が位置する香芝。関西圏のベッドタ
ウンである香芝と近隣エリアで、コロナ禍以後に改めて注
目される、仕事と暮らしが同居する郊外のライフスタイル
と、障がいの有無に関わらないインクルーシブなまちのあ
り方の接点を模索する。

現地事務局

「一般財団法人たんぽぽの家」
障がいのある人が生きがいを持って生活できる場、支えあ
うコミュニティづくりを進める市民団体。障がい者アートを
見直す「エイブル・アート・ムーブメント」やインクルーシブ
デザインプロジェクトのコーディネート等を通じて、文化と
夢のある社会づくりに取り組んでいる。

03. 近畿・奈良県香芝市

基本情報

面積 約24k㎡

人口 約7.9万人（2020年4月1日時点）

特産品 靴下・地酒・大和牛

名所 尼寺廃寺跡（7世紀後半の寺院跡）

産業 製造業（靴下、金剛砂、プラスチック）

地域の特徴

特徴1 相撲発祥の地
 「腰折田公園」（*諸説あり）

特徴2 靴下シェア全国1位
 シェア率56％

（総務省調べ　1999年4月-2018年12月）

特徴3 過去約20年間の
 人口増加率29%（県内1位）

一般財団法人たんぽぽの家
常務理事
岡部 太郎

Good Job! センター香芝
センター長
森下 静香

香芝では、Good Job!センター香芝を会場にオン
ラインで現地成果報告会を開催しました。香芝市
長をはじめとする市の職員の方も現地に来てい
ただき、いつもより少しだけ緊張した雰囲気でス
タート。各チームの発表は最後の1週間でさらに
磨きがかかり、実現後の姿が具体的にイメージで
きる内容となりました。各7分間の発表時間のな
かでこれまで何をどう考えてきたのか、つくりた
いビジョンとそこへ向けて何をするのかが魅力的
に語られ、現地の皆様からも高い評価をいただく
ことが出来ました。
香芝市長からは可能性をさらに広げるようなアイ
デアを交えて、全チームに対して今後の励みとな
るコメントをいただきました。
後半のトークセッションでは発表へのフィードバ
ックに加え、現地事務局、現地チームが得た気づ
き、実現に踏み出すコツなどを話しました。また、
いわゆる障がい者福祉だけではない、大きな意
味での福祉の意味を問い直す機会となりました。

美術家
西尾 美也

たんぽぽの家が運営す
るアートセンターHANA
にて映像撮影を実施。
岡部さんと森下さんから、
これまでの歩みについ
てお話いただき、障がい
のあるメンバーが日々、
アートを通じて自由に自
分を表現し、互いに感じ
合う開放的な施設での
活動の様子をご案内い
ただきました。（写真上）
福祉以外の視点でも郊
外を見るため、奈良県へ
移住し起業や地域活動
を行う現地メンバーの
お話を伺いました。（写
真下）

オリエンテーションではアートが身近にない環境
に入り込みアート活動を行う西尾美也さんによる
レクチャーを実施。異質なものをつなぎ状況を変
えうるアートの力を国内外の事例とともに学びま
した。山口美知子さんからは東近江三方よし基金
での活動をもとに、地域を元気にするための地域
経済循環と社会関係資本の重要性についてお話
をいただき、地域で持続的な活動を生み出すた
めのポイントについて考えました。

公益財団法人東近江三方よし基金
常務理事 山口 美知子

事務局代表 現地アドバイザー

Good Job! センター香芝

香芝現地事務局＆現地チーム

!"#$#%&'&()%  現地成果報告会のこと

*(#+,-&)."  見てきた場所 +#/&."#"  話を聞いた人

現地事務局代表より一言

Good Job! センター香芝がオープンして 4 年。障がい
のある人と新しい仕事をしたり、さまざまな人と交流す
る機会をつくってきましたが、私たちが香芝という地域
でどんな役割を持てるのか模索している時期でもあり
ました。そんななか、この事業の目指す「地域循環共生
圏」について学ぶにつれ、私たち自身がより広い視野で
地域と関わるチャンスではないかと思い参加しました。

期間中、参加者の人間的魅力やチームとして前に進めて
いく力を感じるとともに、地域で活動を続けていく、私た
ち自身が問われることも多かったと思います。期間限定の
人材育成プロジェクトという枠組みをこえ、migakiba に
よって地域を具体的に変えていくバトンを私たちに渡され
たと思っています。参加チーム・現地チームのみなさん、
ありがとうございました。いま、バトンは私たちにあります。

!"



04.中国・山口県山口市

基本情報

面積 約1023k㎡

人口 約19.4万人（2020年4月1日時点）

特産品 外郎・萩焼・車えび

名所 瑠璃光寺五重塔（国宝）

産業 サービス業・卸売/小売業・運輸/通信業

地域の特徴

特徴1 西の京と呼ばれる
 歴史豊かな街

特徴2 車えび養殖発祥の地
 「エビ狩り世界選手権」開催

特徴3 山陽路随一の湯量を誇る
 湯田温泉

テーマ

土着のサイエンス

概要
周辺の環境に自生するさまざまな植物のDNAを市民の手
で採取し協働で図鑑をつくる教育プログラム「森のDNA図
鑑」をはじめ、テクノロジーと生物や自然環境の分野でさま
ざまな活動を展開するYCAM。テクノロジーとサイエンスを
通して、子どもから大人まで別け隔てなく、自然環境や生態
系のあり方を学び合う場や方法を探求する。

現地事務局

「山口情報芸術センター [YCAM]」運営：（公財）山口市文化振興財団
メディア・テクノロジーを用いた新しい表現の探求を軸に活
動を行う、新しいスタイルのアートセンター。市民やさまざま
な分野の専門家と共に創り、共に学ぶことを活動理念とし、
文化基盤としての情報の可能性や人間にとっての情報の意
味について幅広いアプローチで探求をおこなう。2015年か
らバイオテクノロジーの応用可能性を模索するプロジェクト
「YCAMバイオ・リサーチ」を発足し活動している。

建築家／一般社団法人マザー
・アーキテクチュア代表理事

遠藤 幹子

岡山県西粟倉村
地方創生特任参事
上山 隆浩

YCAMの施設案内からは
じまり、施設ができた経緯
や地域での役割につい
て、ご紹介いただきまし
た。また併設する山口市中
央図書館との関係性や、
地域住民とメディアアート
やバイオ・リサーチをつな
ぐ空間の設計など、どのよ
うにYCAMの活動と地域
が結びついていくかを
日々実験している様子を
視察できました。（写真上）
また各チームと現地メン
バー全員が向き合い対話
する時間をつくり、アイデ
アの構築がさらに加速し
ました。（写真下）

オリエンテーションでは、歌や遊びを介した市民参
加型の制作を行う遠藤幹子さんに、持続的に地域
に資源が残り、アップデートされていくための、地域
住民の巻き込み方（「見えないハシゴ」のかけ方）
や関わり方について、ご自身の経験をもとにお話
いただきました。また西粟倉村・上山隆浩さんから
は「上質な田舎」と題した、地域資源を長期的目線
で活用する、同村のこれまでの活動と展望を共有
いただき、参加者にとって大きな励みとなりました。

!"#$#%&'&()%  現地成果報告会のこと

*(#+,-&)."  見てきた場所 +#/&."#"  話を聞いた人

山口情報芸術センター [YCAM]
社会共創ディレクター
菅沼 聖

山口情報芸術センター[YCAM] 研究員 /
京都工芸繊維大学デザイン・建築学系講師

津田 和俊

事務局代表 現地アドバイザー

森のDNA図鑑

山口現地事務局＆現地チーム

山口の現地成果報告会は、YCAM内にあるバイ
オラボをメイン会場とし、オンラインで開催。また
今回のmigakibaメンバー以外のYCAMの職員
も参加しました。
参加チームの発表からは、領域の第一線で活躍
する方へのインタビュー、試作品づくり、公共空間
での実験など、それぞれのユニークな着眼点か
ら、実際に自分たちで手を動かしたことで生まれ
た多様なアイデアが見られました。
後半のトークセッションでは、山口のテーマであ
る「土着のサイエンス」の背景について、改めて参
加チームへ共有しました。「持続そのものではな
く、何をおいても持続させなければならない価値
とは何かという問いからそれは始まる」という哲
学者・鷲田清一さんの言葉を引用し、問いを立て
続けること、そのために小さく始められることを
見つけること、そして必ずアーカイブを残すことを
参加チームへのアドバイスとして送り、報告会を
終了しました。

現地事務局代表より一言

山口では遺伝子検査技術のスタートアップや拡張生態
系の研究者、地方都市のキャリア形成のあり方に課題意
識を持つチーム、遊びによる都市への介入を試みるクリ
エイティブユニット、瀬戸内地域で芸術文化活動を行う
チームなど、それぞれのユニークな背景と意欲という「土
着性」を持ったメンバーが集まりました。現地報告会の各
チームのアイデアは、実現の一歩手前まで仕上がっており

非常にレベルの高い内容でした。土台となるチームの専
門性があったとはいえ、ウェビナーの内容をうまく咀嚼
し、各々が課題への理解を深めていました。今回私たち
はメンターとしての役割で参加しましたが、自分たち自身
の活動に対してもたくさんの刺激を受けました。YCAM
が謳う「ともにつくり、ともに学ぶ」の理念をmigakibaの
事業を通じて表現できたことを嬉しく思います。

!!!"



テーマ

土地の記憶を受け継ぐ

概要
五島の地にいまも息づく潜伏キリシタンの歴史。そこには
厳しい迫害を前にしながら、離島という限られた資源環境
の中で生き延びていくための精神が根づいている。かつて
先人たちが行き交った陸と海の道をたどりながら、土地の
記憶を未来へとつなげるツーリズムのあり方を考える。

現地事務局

「五島の巡礼を考える会」
信仰を守る地元の人、地域に住む人、訪れる人、みんなに
とって本当に意味のある旅はどんなものか。ともに考え続
けるための会です。五島列島にまつわるPRやデザインに
取り組んできたメンバーが中心となって、migakibaのプロ
ジェクトをきっかけにスタートしました。

基本情報

面積 約420k㎡

人口 約3.6万人（2020年4月1日時点）

特産品 椿油・五島牛・珊瑚細工

名所 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産
（世界遺産）・大瀬崎灯台

産業 保険衛生/社会事業・不動産業・教育

地域の特徴

特徴1 11の有人島と
 52の無人島で構成

特徴2 2018年潜伏キリシタン
 関連遺産が世界遺産に

特徴3 うどんのルーツ
 「五島うどん」（*諸説あり）

北海道大学准教授
岡本 亮輔

環境省九州地方環境事務所
泉 勇気

五島の現地成果報告会は、会場の「Kni t .（ニッ
ト）」よりライブ配信し、オンライン・オフラインの
両形式での開催となりました。現地には五島市役
所、商店街若者会代表、長崎新聞や学生の方々、
そしてオンラインには長崎県庁五島振興局、五島
のガイドの会、五島の私設図書館オーナーや自
動車会社の方々にご参加いただきました。それぞ
れのチーム発表は、オリジナリティ溢れるアイデ
アばかりで、現地の方々からも「島民よりも五島
のことを考えてくれている感じがする」、「実現に
向けていい形になってほしい」など、応援のコメ
ントをいただきました。最後に現地事務局代表の
中村さんより「今回の目的はここを出発点に、み
なさんの企画が花ひらくことだと思っています。そ
のままの形かどうかはわからない。もしかしたら
別の場所や形かもしれないけれど、ここで蒔かれ
た種たちがこれからいろんな形で芽を出して花
を咲かせてほしいと思っています。」とコメントを
いただき、今後の繋がりも楽しみな報告会となり
ました。

福江島の教会をはじめ
とする潜伏キリシタン信
仰の跡や絶景スポットな
どを訪れ、中村さんと有
川さんより潜伏キリシタ
ンの精神を受け継ぐ意
味についてお話いただ
きました。また福江教会
主任司祭の中村満神父
様もお招きし、キリシタ
ンの歴史や食、巡礼につ
いてお話を伺いました。
五島と参加者をオンライ
ンでつなぎ、島のディー
プなスポットや郷土料
理などをご紹介いただ
きました。（写真下）

オリエンテーションでは北海道大学の岡本亮輔
さんにお越しいただき、スペインのサンティアゴ
巡礼などを例に、現代の巡礼スタイルや今後の日
本や五島の巡礼ツーリズムの可能性についてお
話しいただきました。ウェビナー①では、環境省九
州地方環境事務所環境対策課長の泉勇気さん
に、脱炭素社会にむけた地域循環共生圏の構
築、地域の取り組みやその工夫の重要性につい
てお話しいただきました。

!"#$#%&'&()%  現地成果報告会のこと
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五島の巡礼を考える会
中村 直史

草草社代表／デザイナー
有川 智子

事務局代表 現地アドバイザー

半泊教会堂

現地事務局・現地チームと五島の方々

05. 九州・長崎県五島市

現地事務局代表より一言

五島列島は「潜伏キリシタン関連遺産」の一部として世
界遺産に登録された土地です。形あるものとして残され
てはいない文化を、人はどう受け継ぐのかという問い
が今回の出発点でした。興味深いテーマではあります
が、現地の人でさえ、ふだんほとんど気にすることのな
い、むずかしいテーマでもありました。しかし、最終の発
表はバラエティに富み、しかもそれぞれが五島という土

地の魅力や価値に光をあてる内容になっていて、事務
局一同感銘をうけました。人と人が知り合って、互いの
ことをより深く知るうちに、「いっしょになんかおもしろ
いことやろうよ！」となるような、そんな人と人の関係が、
土地と人との間にも生まれうるんだな、と感じます。五島
という土地と、参加者の方が「いっしょになんかやろうよ」
と仲良くなれた、その大切な第一歩だったと思います。
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migakibaで生まれた5地域のプロジェクトのなかから、各地域を代表する1チームのプロジェクトをご紹介します。今年度のプログラムの集大成である全体発表会の模様をご紹介します。

!"#$%&'  生まれてきたプロジェクト!"%(%)'*'+#)  全体発表会

全体発表会では、5 つの地域から代表 1 チームがプロジェ
クト案を発表。オンラインで開催した今回の発表会には全
国各地から、Zoomより64 名、YouTube Live より 156 名
の方々にご参加いただきました。
当日は環境省大臣官房審議官・白石隆夫よりご挨拶のの
ち、ディレクターよりmigakiba の歩みをお伝えしました。そ
して現地事務局代表より地域のテーマとチームをご紹介し、
いよいよ代表チームによるプレゼンテーション。それぞれの
プランに対しては、ゲストの ETIC. の鈴木敦子さん、ならび
に studio-L の山崎亮さんからコメントをいただきました。

studio-L代表
コミュニティデザイナー

山崎 亮

NPO法人ETIC. 
事務局長／ディレクター

鈴木 敦子

トークセッション

＞＞反毛技術でいわき市内で回収した古着を再生させるプロジェクト

古着の回収率が 97% といういわき市の実績に衝撃を受けた産業廃棄物
のリサイクルを行う会社のチーム SAC は、資源である古着を回収し、反毛
技術によりリサイクルコットンをつくり、新しく服として再生させるリサイク
ルコットンの構想で地域活性化を目指します。いわき市にある既存のネッ
トワークやチームがもつ廃棄物の知識を使い、市民参加型のリサイクルコ
ットンという新たな地域資源を生み出します。

'%*,-+.*/+ いわき代表 SAC チーム

リサイクルコットンプロジェクト～『ごみ』を活かしてわくわくする未来を創ろう！～

＞＞「こっぱ人形キット」を通して、創造的な暮らしのきっかけを。'%*,-0%1* 上田代表 wormhole チーム

ニューノーマルな私たちに馴染む新農民美術～こっぱ人形キットでつくる、アート、仕事、人～
誰かがつくったものを消費するだけの生活に、違和感を持っていませんか ?
今から約 100 年前、農民に「創作活動に興じる自由と副収入」をもたらし、
上田から日本中にムーブメントを巻き起こした「農民美術」。その精神を現
代を生きる私たちに即した形で継承する「こっぱ人形のキット化」事業を
通して、すべての人が持つ創造性を発揮するための、ちょっとしたきっかけ
を提供します。

地域の中小規模事業者の「雇いたい」「業務をアウトソーシングしたい」といっ
たニーズを、障がいのある人の働く場としてとらえ、雇用につなげる仕組みづく
りを目指します。具体的な事業は、①事業者にむけた障がいのある人の雇用に
際してのサポート②障がいのある人へのスキル取得サポート③障がいのある
人の雇用を考える機会として、ゲームなどを使った研修の実施です。障がいの
ある人の仕事の選択肢が広がることで、誰もが転職しやすい地域をつくります。

＞＞小規模事業者を対象とした、障がい者雇用の啓発と支援事業'%*,-/*(2+3* 香芝代表 まぜごはんチーム

まぜごはんな　まちつくろ！

近年人間の活動による、全球的な生物多様性の減少の影響で、世界各地
で新興感染症や気候変動、砂漠化などが起こり続けています。 根本的な
問題解決のために私たちは何をすれば良いのでしょうか。人間活動によ
って環境が回復し、真の意味で持続可能な社会の実現に向けた生活や文
化の共創方法を提案します。

＞＞「拡張生態系」による、遊休地を活用した生態系共創プラットフォーム'%*,-4*,*50&2+ 山口代表 シネコバーナチーム

拡張生態系 x 遊休地で「持続可能な地域循環共生圏の実現」

「土地の文化を継承していく」ということに向き合ったとき、観光客が増える
だけではその課題は解決できないのでないか ? 観光客にとって「五島」が特
別な場所になるためには、地元の人との本当の交流が必要なのではないか ?
そんな発想を起点にした新たなツーリズム、それが「聖母巡礼」です。
地元の社交場でありながら、本当の営みを見て、聞いて、受け入れてくれる
ママたちがいるスナックを文化の継承地にするツーリズムの提案です。

＞＞地元のスナックのママたちをめぐる新たな巡礼ツーリズム'%*,-5#'# 五島代表 AOI チーム

聖母巡礼

全体発表会の最後はゲストの鈴木さん、山崎さんによるク
ロストーク。まずは５地域の代表チームの発表を通して、今
年度の migakiba 全体について感じたことを伺いました。
「地域やサスティナビリティに関わる活動をしていく上で、物
事の起こし方が正解かどうかよりも、まずは関心を持ち、深
く考えて、隣の人と話し合いながら行動を起こしていくとい
う人間のあり方が一番大事だと思っています。その意味で
一つ一つの発表が素晴らしくて、それだけで胸がいっぱい
でした」と鈴木さん。
山崎亮さんからは「現地に行けないという難しい状況のな
かで、「ただおもしろければいい」ではなく、現地の人たちに
も配慮した、いい抑制の効いたリアリティのある提案でし
た。そのあたりは伴走されていた事務局の方々のツッコミの
角度や参加者の方々の学ぼうという意欲がうまく組み合わ
せられたから、約 12 週間という限られた時間でここまで来
られたのかなと思いました」とのコメントをいただきました。
その後は、オンラインならではの可能性や自立分散型のプ
ロジェクト組成、良質な抑制が効いた地域経済のあり方に
ついてトークが展開。最後は代表チームのみならず、参加し
たすべてのチームへの激励の言葉をいただきました。

（株）リ・パブリック共同代表
migakibaディレクター

田村 大

ゲストアドバイザー モデレーター

代表チームからは「地域の廃棄物の再資源化」から、「現代
の新しい農民美術のあり方」、「障がいのある人たちの転職」、
「人間の活動による生態系の回復・拡張」、「スナックを通
した地域の人や歴史との出会い」まで、地域の資源や文化
を新たな視点からひも解きなおす提案が並びました。
ゲストのお二人からはチームが練り上げてきたプロジェク
トの意義を読み解き、今後進めていく上で何を考えていか
なくてはならないのか、的確であたたかいコメントをいた
だき、プロジェクトの実現に向けて熱がさらに高まる今年度
の最終プログラムとなりました。

!$!%
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日本全国また海外から、様々な専門性を持つ38チーム159名の参加者が集いました。

参加者の属性

参加者公募イベント

参加者応募締め切り

参加者決定・お知らせ

オリエンテーション

ウェビナー①

ウェビナー②

ウェビナー③

ウェビナー④

ウェビナー⑤

現地成果報告会

全体発表会

チームテーマ設定

チームリサーチ共有

個人アイデアの発表と
チームアイデアへの統合

事業化フレームワーク

チームプロジェクト案の
発表とブラッシュアップ

18:30-21:00

-

-

18:30-21:30

19:00-21:30

19:00-21:30

19:00-21:30

19:00-21:30

19:00-21:30

10:00-12:30
14:00-16:30

13:30-16:00

近畿・奈良県香芝市

1月11日（月）

1月25日（月）

2月1日（月）

2月15日（月）

中部・長野県上田市

1月12日（火）

1月2６日（火）

2月２日（火）

2月1６日（火）

九州・長崎県五島市

12月5日（土）

12月16日（水）

12月18日（金）

12月23日（水）

フィールドツアー動画視聴

1月13日（水）

オンラインフィールドツアー/オンライン対話会

1月2７日（水）

2月３日（水）

2月8日（月）/2月10日（水）/2月12日（金）

2月1７日（水）

3月13日（土）

2月23日（火・祝） 2月27日（土）

中国・山口県山口市

1月14日（木）

1月2８日（木）

2月４日（木）

2月1８日（木）

東北・福島県いわき市

1月15日（金）

1月2９日（金）

2月５日（金）

2月1９日（金）

2月28日（日）

1*'*  参加者データ

6#+&%  参加者の声

(&2%107%  実施スケジュール

&"%1+'  クレジット

年 代

7%
10%

31%
50%

2%

募集の段階で基本的に35
歳以下という条件があった
ため、20代・30代で8割以上
となっている。

参加者の職業等の属性は、 
「デザイン・コンサルティン
グ等専門サービス」が最も
多く、次いで「製造業」、「情
報通信業」であった。 全体と
して幅広い業種からの参加
があったことがうかがえる。

上田を訪れたことがないのに上田に関
する提案を行っていいのか̶コロナ禍
でオンライン開催となった migakiba
を通して、一種の「後ろめたさ」を感じて
いました。しかし、現地事務局の方 と々
熱量のこもった対話を続ける中で、提
案そのものよりも提案にたどり着くプ
ロセスで培われる人間関係にこそ価値
があると気づかされました。

自分の得意不得意がいい意味で分かり、
回を重ねるごとに、自分が楽しいと思うこ
とに対してエネルギーを使うことが自分自
身のためにもなることに気づかされまし
た。普段の仕事ではなかなか使わない頭
の使い方も多く、本当に自分にとっての
migakiba になったと感じています。今後
も学んだ点を仕事や生活などに活かして
いこうと思います。

参加者の居住地は関東地方が最も多く、
約半数となっており、次いで近畿地方、九
州地方の順に多くなっている。国外からも
3名の参加があった。

20代

10代

30代

40代

50代
 年代 人数

 10代 3

 20代 79

 30代 50

 40代 16

 50代 11

 計(人) 159

居住地

地域

東北

関東

中部

近畿

中国

四国

九州

国外

計(人)

人数

4

81

10

29

9

2

21

3

159

東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 国外

3

21

2
9

29

10

81

4

福島県いわき市       
 SACチーム
瀧澤まりこ

長野県上田市
Wormholeチーム
エドワード増井

（人）

デザイン・コンサルティング等
専門サービス

製造業

情報通信業

サービス業

土木建築・機械設計等技術サービス

公務

学術・開発研究機関

卸売り業・小売り業

教育学習支援

広告業

運輸業

その他

0 10 20 30
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6
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