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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、環境・社会・文化の情勢が大きく動くなかで、

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、

内外の地域の連関を捉え直す、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。
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本年度は2021年11月27日～2022年3月5日の約12週間のプログラムを実施。新型コロナウ
イルス感染拡大の状況をふまえ、任意参加の現地フィールドワークとオンラインでのセミナー・
メンタリングを組み合わせたプログラム設計としました。また応募は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。
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「第五次環境基本計画」において提唱された、地域の資源を有効に活かし地域が持っている
力を最大限に発揮してそれぞれの地域が自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応
じて資源を補完し支え合う取組を推進することによって持続可能な地域・社会を構築すること
を目指す取組。環境政策による経済的・社会的課題の同時解決を実現し、あらゆる観点から
の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し、持続可能な社会を実現していくこととしている。

!"地域循環共生圏")

■ビジネスモデル編　
瀬川 秀樹(クリエイブル代表)　
■ローカルデザイン編　
有川 智子(草草社代表)
■ストーリーテリング編
甲斐 かおり(地域ジャーナリスト)
■サステナブルビジネス編
鳥居 希（株式会社バリューブックス取締役 いい会社探求）
■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）

/ 環境省講演/

/トーク/ / 事業化レクチャー/

■「ローカルSDGs（地域循環共生圏）推進による
　持続可能な社会に向けた取組」
浅原 堅祐（大臣官房総合政策課環境教育推進室企画官）

■「地域の魅力を磨く」
田村 大(株式会社リ・パブリック共同 代表/ 
migakibaディレクター)

/地域別環境レクチャー/
【名寄】
麻生 翼（NPO法人森の生活代表理事）
【五城目】
名取 洋司（国際教養大学准教授）
【大洗】
鎌倉 真奈（環境省海洋プラスチック汚染対策室）
【呉（大崎下島）】
岩本 洋子
（広島大学大学院統合生命科学研究科）
【大洲】
池内 計司（IKEUCHI ORGANIC株式会社代表）

/フィードバック＆トーク/
【名寄】
麻生 翼（NPO法人森の生活代表理事）
【五城目】
工藤 槙（秋田銀行地域価値共創部）
【大洗】
笹目 亮太郎（株式会社トランク代表取締役）
【呉（大崎下島）】
岡田 宏隆
（ヤマネホールディングス株式会社専務取締役）
【大洲】
渡邉 純哉（ボールアーキテクチャ合同会社代表）

/フィードバック＆トーク/
鎌田 由美子（ONE・GLOCAL代表取締役）
小野 裕之（散歩社代表取締役）

migakibaは地域の資源や文化を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。
2021年度は全国各地から多様な専門性・背景を持つ31チーム121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。

地域に根ざす資源・文化を磨き
これからの循環を考える12週間

*+,-.+/-の特徴

循環経済、自立・分散型社会、脱炭素
地域への移行に向けて、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。

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

�

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。

地域における
先駆的実践者の伴走のもと、
探索する�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。

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
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現地
フィールドワーク TA座談会

フィールドワーク
動画視聴

参加者公募イベント エリア公募イベント 現地報告会 全体発表会オリエンテーション ウェビナー❶ ウェビナー❷ ウェビナー❸ ウェビナー❹ ウェビナー❺
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/地域別テーマレクチャー/
【名寄】
高松 平蔵（ドイツ在住ジャーナリスト）
【五城目】
半田 理人（新法人シェアビレッジ役員）
【大洗】
大山 壮郎（吉田屋８代目）
【呉（大崎下島）】
深澤 裕之（Nurse and Craft 合同会社代表）
【大洲】
兒玉 洋平（株式会社伊予銀行地域創生部課長）
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テーマ

健やかな身体が
育む土地
概要
日々の暮らしから自然と向き合い、健康に暮らせるまちを
いかにしてつくるのか。スポーツをまちづくりの中心に据え
る名寄を舞台に、高い雪質を誇る「ピヤシリスキー場」や、
新しいアイデアとチャレンジ、多様なコミュニティが交錯す
るスペース「naniroBASE&Lab.」などをフィールドワーク
先とする。身近なスポーツを入り口に、自然との関わりを生
み出すライフスタイルやツーリズム、ヘルスケアのあり方を
探索する。

現地事務局
「Nスポーツコミッション」
「スポーツ×まちづくり」をあらゆる側面から考え、カタチに
する。ジュニアアスリート育成、地域経済活性化、市民の健
康づくりを通じて心身共に健康で豊かであれるまちづくり、
人づくりを目指す。自治体、大学、民間団体・企業と協働す
る団体。

事務局代表
Nスポーツコミッション
事務局次長 黒井 理恵
ウェルネス、ツーリズム、教育なども
関わる、意外に広い「スポーツ×ま
ちづくり」の世界。楽しみましょう！

��. 北海道・名寄市

基本情報
面積 535.2k㎡

人口 26,750人

特産品 餅、煮込みジンギスカン
名所 九度山、ナイオロップの滝

産業 農業（餅米、アスパラガス、ひまわり）

地域の特徴
特徴� 1952年から続く
 「名寄雪質日本一フェスティバル」

特徴� 雪国ならではの美しい光景
 「サンピラー現象」

特徴� 餅米の作付面積と生産量日本一

道内外の参加者が集った1泊2日のフィールドワーク。1日
目はガイドツアー形式で、名寄ピヤシリスキー場をはじめ、
市内スポーツ・文化拠点を貸し切りバスでめぐりました。名
寄北国博物館では、学芸員の方から歴史についてレクチ
ャー。2日目は自由行動で、関心事によって、インタビューや
ノルディックスキーの体験など、各チームが積極的に行動
しました。リサーチの合間には、現地事務局の拠点naniro 
BASE&Lab.に集まり、リサーチの状況などを共有し合い、
ともに名寄への理解を深めあいました。

オリエンテーションでは、ドイツ在住ジャーナリストの高松
平蔵さんに「健康に暮らせる街の作り方～ドイツの事例か
ら～」をテーマに、ドイツの地域スポーツクラブの持つ意
義、また、社会的背景についてお話を伺いました。ウェビナ
ー①では隣町の下川町で活動する麻生翼さんに「地域資
源を活用した活動の立ち上げについて～下川町の広葉樹
を活かす「しもかわ広葉樹」プロジェクトを事例に～」をテ
ーマに、ローカル・環境事業の実践についてご自身の経験
をもとにお話しいただきました。

!"#$%&'()  フィールドワーク

環境講師テーマ講師

$#*+,(#  レクチャー

想定される事業領域
自然とつながるライフスタイル、エコツーリズム、
ヘルスケア

-(#.#/+0+"'/  現地報告会のこと

〇〇現地事務局代表より一言

名寄の現地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。会場naniro BASE&Lab.には加藤市長はじめとした
地域のゲスト約10名が、スクリーン越しに6チームの発表を見
守ってくれました。
当日は14時にスタート。約3ヵ月間の取り組みを振り返り、各
チームの発表へと移りました。最後の最後まで企画や資料を
調整し、熱のこもった発表となりました。
各プレゼンテーション後には、現地事務局の黒井理恵さん、
ゲストで来てくださった加藤市長、商工会議所の藤田会頭は
じめ、名寄の皆様から、あたたかいねぎらいと、鋭いフィード
バックをもらいました。会場では、発表ごとに自然と拍手が沸
き上がり、「明日にでもやりたい」という心強い感想もいただ
きました。
後半は、ゲストコメンテーターの麻生翼さんを加えた、現地
事務局のトークセッションです。「どのプロジェクトも名寄で
実現する一歩手前まで来ている」という黒井さんの言葉を皮
切りに、地域でプロジェクトを実行するときの心構えとポイン
トをテーマに話し合いました。
実装の手前まで来ているプロジェクトも多く、次は名寄で会
いたいという気持ちを皆でふくらませ終了しました。

「健やかな身体を育む土地」というテーマは、自分の身体を自分で動かすというスポーツの根源的な要素と、名寄が持
つ豊かな自然とを掛け合わせるとどんな可能性があるのか、スポーツという枠に留まらずに模索したいという思いで設
定しました。スポーツという言葉にこんなに多様な切り口があるのかと驚いた今回の研修。部活動や総合型スポーツク
ラブといったスポーツ界隈で話題のキーワードのほかに、ツーリズム、文化、経済活性、街の魅力の再発見などなど。「豊
かな自然を身体で享受することで生まれる、力強い土地と人との関係性」というテーマの奥深さに改めて気づかされた
3ヶ月でした。今回のご縁をつなげていきたいと思います！

ドイツ在住 ジャーナリスト
高松 平蔵

NPO法人森の生活 代表理事
麻生 翼

料理研究家
石田 雅子

メンター

有限会社なにいろ研究所
所長

三瓶 孝男

メンター

TA（migakiba１期生）
今井 祐里

TA
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テーマ

まざる・つくる
暮らしの仕組み
概要
地域に根ざし、資源を活用した土着ベンチャーを生み出し、さま
ざまな学びと実践の場を生み出し続ける五城目町。廃校を活
用したシェアオフィス「BABAME BASE」や、500年の歴史を持
ち、特定の曜日にはだれでも出店できる仕組みで消費者と生
産者の垣根を越える「五城目朝市plus＋」などをフィールドワー
ク先とする。小中学校の給食の廃棄を自分たちでコンポストと
して、農家に返す授業などもはじまるなか、自分たちの環境を
自らの手で耕す仕組みに学び、新たな活動を生み出す。

現地事務局
「ハバタク株式会社」
新しい学びのクリエイティブ集団として、国内外を舞台に様
々な教育事業を展開しています。国外では東南アジアやア
フリカ各地を舞台にした現地没入型の研修プログラムを企
業や教育機関向けに、そして、国内では学びが生まれる町づ
くりを自治体や地域のプレイヤーと協力して行っている。

��. 東北・秋田県南秋田郡五城目町

基本情報
面積 214.94k㎡

人口 8,653人

特産品 だまこ鍋、キイチゴ（ラズベリー）
名所 露天朝市、森山

産業 農業、林業

地域の特徴
特徴� 500年の伝統
 「五城目朝市」

特徴� 巨木が根を張り、森に佇む
 「ネコバリ岩」

特徴� 産学連携
 国内産ラズベリー栽培の先駆け

1泊2日のモデルコースをもとに各チームで自由に巡るフィー
ルドワークを2週末にわたり開催。初日は五城目小学校で行
われた、世界とオンラインでつなぎコンポストを考える授業
の見学と、「ただの遊び場」での交流セッション。二日目は「朝
市」を見学し、建築中の「ツリーハウスプロジェクト」をのぞ
き、「BABAME BASE」のポコポコキッチンで五城目の食材を
使ったランチをいただきました。五城目の人通りの少なさと、
一歩中に入った場で繰り広げられる、多様なつながりからな
る豊かな営みとのギャップを体感することができました。

オリエンテーションでは、シェアビレッジ役員の半田理人さ
んに、シェアビレッジ立ち上げの背景と仕組み、試行錯誤や
これからへの思いをお聞きしました。これから地域と出会う
参加者にとって、どう地域とかかわりプロジェクトを根づか
せていくのか、半田さんの歩みに重ねてイメージが広がる
お話でした。ウェビナー①では、国際教養大学准教授の名
取洋司さんをお迎えし里山イニシアチブのレクチャー。世界
の里山には自然と経済が共存する上でのヒントがたくさん
あることを知り、序盤にぴったりな示唆をいただきました。

!"#$%&'()  フィールドワーク

想定される事業領域
食と農の循環、アップサイクリング、環境学習

*(#+#,-.-"',  現地報告会のこと

〇〇現地事務局代表より一言

「まざる、つくる暮らしの仕組み」というテーマのもと、地域を探
索してきた五城目チームによる現地報告会はオンライン開催。
当日は秋田銀行の工藤槙さんや、五城目まちづくり課の柏さ
ん、松橋さんをはじめ地域の方にもお越しいただき、つくり上
げてきたプロジェクトを地域とどうつなげられるか、いつもより
少し緊張した雰囲気でスタートしました。
環境省よりご挨拶、ゲストコメンテーターの工藤さんのご紹介
を経て、各チームの発表へ。前回のウェビナーよりぐっと中身が
濃くなったプレゼンテーションに、ここまで伴走してきた現地事
務局やメンターから熱いコメントがなされました。また、工藤さ
んからも、これからチームが地域で活動をスタートしていくヒン
トになるフィードバックを多数いただきました。
後半は参加者の振り返り。現地事務局の小原さんのファシリ
テートで、migakibaを通じて何を思い、何を学んだのかをそれ
ぞれの言葉で伝えていただき、共感したり、刺激をうけたりと
とても良い時間でした。締めくくりとしてこれまでのプロジェク
トをつくり上げるためのディスカッションとは異なる対話がで
きました。なかなかリアルで会えなかった事を惜しみつつ、次
回会える日を約束し、幕を閉じました。

プログラムを通じて参加者の皆さんに起きた大きな変化は「地域への眼差しの変化」だったのではないでしょうか。プログ
ラム当初は、都市の二項対立として地域を捉え、縮小高齢化する地方のために何か出来ないだろうか？と考える参加者が
ほとんどでした。しかし、プログラムを通じて、一般論としての地域から具体的で血の通った五城目町へと解像度が上が
り、自分自身をその画の中に登場させることで「地域のために何かする」から「ここで私は何をしたいのか」と主語、視点の
転換が起きました。これが参加者の多様性を反映した多彩なアイデアが生まれた土壌になったと思います。地域の人 と々
参加者それぞれの視点がまざり、新たなアイデアが生み出されたことこそ、テーマである「まざる、つくる」そのものでした。

環境講師テーマ講師

新法人シェアビレッジ役員
半田 理人

国際教養大学准教授
名取 洋司

事務局代表
ハバタク株式会社 共同代表
小原 祥嵩
里山の暮らし方の中に、きっと新た
なアイデアの種が芽吹く時を待って
います。

ハバタク株式会社
共同代表
丑田 俊輔

メンター

国際教養大学国際教養学部
准教授
工藤 尚悟

メンター

TA（migakiba１期生）
小林 えり

TA

$#/-0(#  レクチャー
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テーマ

海と陸をつなぐ循環

概要
茨城県有数の観光地で、北関東最大の大洗サンビーチ海水
浴場などで知られる大洗町。海辺の文化の伝承・発展、豊か
な自然を守り育てるための環境学習と保全活動に取り組む
NPO法人・大洗海の大学が活動するキャンプ場や2020年に
オープンした新たな観光拠点「うみまちテラス」などをフィー
ルドワーク先とする。海や海辺の環境の現状から、陸＝私た
ちの暮らしを捉え直し、これからの循環のあり方を探る。

現地事務局
「株式会社カゼグミ」
茨城への関係人口創出や市民対話のワークショップの設計を行
う。経済と環境とカルチャーをどうバランスを取りながら未来に進
むのかを考えながらチームアップして活動している。このmigaki-
baでは、大洗で活動する地域プレイヤーと連携し、地域との継続
的な関係の模索と、関わりたくなる「問い」を見つけていく。

��. 関東・茨城県東茨城郡大洗町

基本情報
面積 23.89k㎡

人口 16,218人

特産品 あんこう鍋、涸沼しじみ、はまぐり
名所 大洗磯前神社、大洗海浜公園

産業 農業、沿岸漁業

地域の特徴
特徴� 快水浴場百選に選ばれた
 「大洗サンビーチ」

特徴� サメの飼育種数日本一の
 「アクアワールド」

特徴� 全国屈指の水揚げ量を誇る
 「鹿島灘はまぐり」

大洗サンビーチキャンプ場からスタートした大洗のフィー
ルドワーク。海から吹いてくる気持ちのよい風を感じなが
ら、メンターの光又さんと栗原さんから大洗の歴史や産
業、地域コミュニティで展開されている活動など多岐にわ
たるお話を伺った後は、ビーチを散策。夕方には地元のク
ラフトビールを提供する醸造所で親睦を深めました。２日
目の朝、急遽開催されることになった磯浜古墳群のツアー
は、大洗が時代ごとに、日本の中央や他国と海を通じて築
いてきた複層的な関係を長い時間軸で認識する機会とな
りました。午後は、建築事務所兼カフェ「焚火と本」でコー
ヒーを飲みながら、町のキーパーソンとの対話を通して、
参加者一人ひとりが地域に対する理解を深めました。

大洗ではテーマ講師として、大洗町の老舗梅干し店「吉田
屋」の八代目である大山壮郎さんをお招きし、通常プラス
チックが使われることの多い梅干しのパッケージを、梅干
しの酸に負けない紙袋に代替し、CO2の70%削減を実現
したSDGsパッケージ事業や、海を海水浴という活動の場
からリラクゼーションの場へと価値を転換する砂浜図書
館事業などについてお話を伺いました。また、環境省の鎌
倉真奈さんには環境講師として、海洋プラスチック問題の
全体像を、マテリアルや社会的慣習、法整備や国際関係
など、さまざまな角度から紐解いていただきました。

!"#$%&'()  フィールドワーク

*(#+#,-.-"',  現地報告会のこと

〇〇現地事務局代表より一言

「海と陸をつなぐ循環」をテーマに、5回のウェビナーを通して地域
を見つめ、これからの循環のあり方を捉え直してきた大洗エリア。
14時からスタートした現地報告会では約3ヶ月かけて磨き上げた
全6チームのプロジェクトが披露されました。今回の開催はオンラ
インとオフラインのハイブリッド形式。大洗町のコワーキングスペ
ース「ARISE」会場からの配信を中心に、地域のステークホルダ
ーと一般公募の視聴者、合計20名程がオンラインに集いました。
ゲストコメンテーターは、茨城県を中心に企業のブランディン
グを支えるデザイン会社の代表取締役・笹目亮太郎さん。
SDGsに絡んだ数々のプロジェクトを伴奏した経験から各プロ
ジェクトへコメント、それからは事務局とのトークセッションに
ご参加いただきました。
前半の発表パートでは、個性豊かなメンバーがそれぞれの思
い描く「循環」を披露。どの案もウェビナー⑤からの短期間で
かなりブラッシュアップされ、見応えのある発表でした。後半の
トークセッションパートでは、笹目さんと現地事務局の鈴木さ
んを中心に、地域における循環について意見を交換しました。
発表中もチャット欄が賑わい、大洗エリアの現地報告会は終
始和気藹々とした雰囲気で幕を閉じました。

想定される事業領域
海洋プラスチック問題、生物多様性・生態系保全

大洗ではテーマを「海と陸をつなぐ循環」として、太平洋に面する大洗町で海だけの資源や課題を考えるのではなく、海
で起きている問題はどこから起きているかを改めて考える機会としました。海水浴場、サーフィンのスポットで有名な大洗
町。観光資源の観点で語られやすい中で、大洗町から発信できる環境アプローチは何かを参加者と模索しました。大き
な変化は、参加者の大洗町へのファン化だと思います。運営チームのウェルカムな雰囲気もあり、アイデアを考える場とし
て以上に、各個人にとって新しい刺激や視野が広がる場所になったのではないでしょうか。継続的な関わりをつくる余白
を作ることで、参加者の間にも自分が関わる地域としての認識が生まれ、知り合いがいる地域となったように思います。

環境講師テーマ講師

吉田屋８代目
大山 壮郎

環境省海洋プラスチック汚染対策室
鎌倉 真奈

事務局代表
株式会社カゼグミ 代表取締役 
鈴木 高祥
最近、海に行きましたか？遊びに行
く人、眺める人、散歩する人。海との
関係性を紐解きましょう。

風にころがるＴシャツ展
代表

栗原 敬太

メンター

NPO法人大洗海の大学
大洗サンビーチキャンプ場事務局長

光又 新二

メンター

TA（migakiba１期生）
免 範親

TA

$#/-0(#  レクチャー

!"



テーマ

ともに生きるための
技と術
概要
「くらしを自分たちの手に取り戻す」をミッションに、相互扶助
コミュニティの創出や学育プロジェクト、高齢者生活支援のた
めの技術開発、持続可能な農業の実践など、大崎下島久比地
区で多角的な事業に取り組む一般社団法人まめな。その拠点
である「旧梶原医院」やデジタルクラフト工房をそなえた訪問
看護ステーション「Nurse and Craft」などをフィールドワーク
先として、地域に培われてきたまちぐるみでの自給自足文化か
ら、自然と共生する暮らしとケアのあり方を探索する。

現地事務局
「一般社団法人まめな」
「くらしを自分たちの手に取り戻す」をミッションに、豊かな自
然環境の中で自分たちで出来ることは自らやることで、既成
概念にとらわれない、自立した生活を探究している。目の前の
暮らしや環境のあり方を探究、実践することで、久比再生が単
なる地域復興ではなく未来をよくすることを目指す。

��. 中国・広島県呉市(大崎下島)

基本情報
面積 352.83k㎡

人口 214,602人

特産品 みかん、レモン、牡蠣
名所 とびしま海道

産業 重工業、造船業、農業、漁業

地域の特徴
特徴� みかんやレモンなどの
 果樹栽培が盛ん

特徴� 感謝経済が息づく家庭菜園
 「農床（のうとこ）」

特徴� 美しい街並みが残る
 「御手洗保存地区」

まめなの活動拠点・久比集落を1泊2日で訪問。1日目は、
宿泊施設と食堂が併設された「旧梶原病院」、「学育プロ
ジェクト」を実践する「あいだす」や、「Nurse and Craft」な
どを見学し、築170年以上の空き家再生プロジェクトに参
加。片付けや床磨きなどを行いました。2日目は、瀬戸内海
が見渡せるオーガニック畑で、レモン狩りを体験。終了後
は、現地事務局と共に、持続可能な農業、まちぐるみで行っ
ている自給自足文化、自然と共生する暮らし方など、今後
の久比の可能性についてディスカッションを行いました。

オリエンテーションでは、大崎下島にて、医療介護ヘルス
ケア領域で活動するNurse and Craft合同会社代表、深
澤裕之さんによるレクチャーを実施。人生100年時代の
新しい暮らし方を小さな地域から探索する可能性とその
実践についてお話しいただきました。ウェビナー①では、
広島大学で、大気化学、海洋化学を専門とする岩本洋子
さんに、瀬戸内海の環境変化と、これからの重要な視点
と課題についてお話しいただきました。

!"#$%&'()  フィールドワーク

想定される事業領域
リジェネリック農、自然エネルギー、
相互扶助コミュニティ

*(#+#,-.-"',  現地報告会のこと

〇〇現地事務局代表より一言

呉の現地報告会は先月（2022年1月）にオープンしたばかりの
「あいだす」にて開催。築170年以上の古民家を現地事務局自
らの手で改装した「学びのための多目的スペース」で、フィー
ルドワークで現地を訪れたチームにとっては、片付けや床磨き
のお手伝いをした思い出の場所です。現地会場には呉市長を
はじめする多くのゲストのみなさまにお越しいただきました。
各チームが約３ヶ月間練り上げてきたプロジェクト案を発表。
自身の興味から社会課題に目を向けたアイデアや、専門性を
活かし地域に寄り添ったアイデアなど、個性溢れ心に訴えかけ
るプレゼンテーションばかりでした。
発表後には呉市長より全チームに向けて、力強いコメントと応
援のお言葉をいただきました。後半からはゲストコメンテータ
ーのヤマネホールディングス専務取締役の岡田宏隆さん、現
地事務局の三宅さんとメンターの更科さんによるトークセッシ
ョンを実施。各チームの思いを汲み取り、これからの社会のあ
り方や持続可能なプロジェクトの進め方についてのアドバイ
スと議論が繰り広げられました。
「ともに生きるための技と術」をテーマに、仲間とともにありた
い姿を見つめ直したチーム。「これからが本番！」と声も上が
り、今後の展開に期待が高まる報告会となりました。

今回migakibaのテーマは「ともに生きるための技と術」として、これからの暮らしや社会のあり方を根本から考えていく場を
つくりました。全体を通して、この久比で何かプロジェクトを生み出してほしいという気持ちで、本当に心の底からその事業や
プロジェクトを実現させたいか？という問いを強く意識しました。短い約3ヶ月の期間を終えてみて、これだけたくさんの事業
構想が生まれることに驚きました。まめなは相互扶助のコミュニティを目指していますが、それぞれの人の想いを尊重してそ
の想いを実現させるような繋がりのある環境をつくることこそ、これからの久比で必要だと感じました。これからも久比発で、
従来の資本主義社会の延長線にはない、人と自然が調和した新しい社会をつくるモデルが生まれることを願っています。

環境講師テーマ講師

Nurse and Craft 合同会社代表
深澤 裕之

広島大学大学院統合生命科学研究科
岩本 洋子

事務局担当者
一般社団法人まめな／島の寺子屋
福崎陸央・大橋まり・福島大悟
瀬戸内の久比を舞台に自然と
人が調和する「暮らし」を多世
代の仲間で実現させましょう！

一社）まめな 共同代表
Nurse&Craft 業務執行社員

更科 安春

メンター

一社）まめな 共同代表
ナオライ代表取締役
三宅 紘一郎

TA（migakiba１期生）
吉武 麻子

TA代表/
メンター
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テーマ

自然と文化を
結ぶまちなみ
概要
清流・肱川の水運拠点として栄えた大洲。明治・大正・昭和初
期の景観がいまも残される。そのまちなみは地域の自然と資
源、そして歴史と文化を体現する場でもある。肱南地区全域
に広がる分散型ホテル群や、廃屋となり再生が待たれる「新
田病院」などをフィールドワーク先として、地域資源を持続的
に保全・活用できる仕組みづくりやまちなみ再生、創業支
援、ツーリズムなど、多様な産業への接続を目指す。

現地事務局
「一般社団法人キタ・マネジメント」
愛媛県大洲市の登録地域DMO。2021年8月には重点支援
DMOとして選定され、地域資源を生かした観光まちづくりを
実施する組織。物販事業、観光施設運営事業、ふるさと納税
事業、観光事業、不動産事業等様々な収益力を持ち、大洲
城キャッスルステイなど日本初の城泊の実現など地域資源
をつかった新しい観光産業創出を行っている。

��. 四国・愛媛県大洲市

基本情報
面積 432.12k㎡

人口 42,655人

特産品 志ぐれ、フグ
名所 大洲城、長浜大橋、肱川

産業 食料品加工業、木材加工業

地域の特徴
特徴� 「伊予の小京都」とも呼ばれる
 大洲城の城下町

特徴� 日本三大鵜飼いの一つ
 「大洲の鵜飼」

特徴� 現存する最古の道路開閉橋
 「長浜大橋」

1泊2日のフィードワークには、ほぼ全チームのメンバーが
参加。初日は、キタ・マネジメントが現在進めている
NIPPONIA宿の見学や、事務局担当者・山鬼さんが手掛
けるショップにお邪魔しました。後半は、事務局から街の
変遷について共有した後、参加者全員で活発な議論を交
わしました。2日目は、これから開発が行われる古民家の
見学（新田病院跡地など）を実施。開発前の場所を訪れる
ことで、その土地の歴史や地理的条件を肌で感じながら
参加者のみなさんとディスカッションを行いました。

オリエンテーションでは、伊予銀行から出向されキタ・マ
ネジメントの立ち上げに携わられた伊予銀行地域創生
部課長・兒玉洋平さんによるレクチャーをいただき、立ち
上げ当時のビジョンや経緯について共有いただきまし
た。環境講師には、同じ愛媛県にある今治市を拠点に
「最大限の安全と最小限の環境負荷の飽くなき追求」を
掲げ、タオル作りを行うIKEUCHI ORGANIC株式会社代
表・池内計司さんより、地域に持続的に根付くビジネスの
あり方やそれに伴いやるべき・考えるべきことを参加者
とともにディスカッションする機会になりました。

!"#$%&'()  フィールドワーク

想定される事業領域
地域資源の保全・活用、まちなみの再生、ESG

*(#+#,-.-"',  現地報告会のこと

〇〇現地事務局代表より一言

大洲の現地報告会は、おおず赤煉瓦館２階のリアル会場と
zoomを繋ぐハイブリット開催形式。前日に現地入りをした参加
者２名をはじめ、ゲストコメンテーターのボールアーキテクチャ
合同会社代表・渡邉純哉さん、現地事務局と全体事務局が集う
会場は緊張感に包まれました。
「自然と文化を結ぶまちなみ」というテーマを掲げていた大洲のチ
ームから生まれた視点は多種多様̶̶肱川あらし、大洲の食体
験、砥部焼と移住、まちまるごとを体験できる宿、旅行者と地元をつ
なぐ場、継続的なインキュベーションを生み出す仕組み。企業所属、
建築関係者が多い参加者のカラーが提案にも見え、リサーチの深
さや実現可能性の検討など密度の高いアイデアが揃いました。
オンライン参加の来賓は、大洲市商工観光部部長の武田さん、
テーマ講師の兒玉さん、環境講師の池内さん、キタ・マネジメン
トの代表理事の方々という大洲のキーパーソンにお越しいた
だきました。池内さんの「どれも大洲に必要なもの」というコメ
ントが印象的でした。
振り返りでは各チーム一人ずつから言葉をもらい、提案の背景に
あった思い、大洲とこれからも関わっていきたいという熱意を共有
いただいたのち、記念撮影をしてクローズとなりました。

大洲のテーマは「自然と文化を結ぶまちなみ」。肱川沿いに形成され、いまも残る城下町の風景や歴史的資源（＝古
民家や古いまちなみ）を活用した観光まちづくりなどをお伝えし各チームが構想を練っていきました。現地報告会で
は各チームのバックグラウンドをふんだんに生かした提案を多数受けることができ、IKEUCHI ORGANIC代表の池
内さんからも「この提案たちは全部やるべきだよ」というコメントをいただきました。大洲現地事務局としては各チー
ムの提案をすべてなにかしらの形で叶えていきたいと思います。大洲はこれからも進化していく街です。今回の研修
で知り合えた方々には、提案していただいた事業構想を叶えるべく、ずっと大洲を応援してもらいたいです。

環境講師テーマ講師

株式会社伊予銀行地域創生部課長
兒玉 洋平

IKEUCHI ORGANIC株式会社代表
池内 計司

事務局担当者
OZU＋ 代表 
山鬼 育子
川に育まれた歴史的景観や空き家・
古民家の再生事業などに興味のある
方は是非ご参加ください！

水都学者
キタ・マネジメント文化建築研究所長

ディエゴ・フェルナンデス

メンター

一般社団法人キタ・マネジメント
企画広報係長 歴史資源活用係長兼
株式会社KITA　代表取締役

井上 陽祐

代表/
メンター

TA（migakiba１期生）
寺井 正幸

TA
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空き家を活用した、まちの歴史と文化を味わい尽くす観光交流拠点

大洲代表 鳶 観光エリアをさらに盛り上げる お一人様宿泊施設×フードホール

まち全体をホテルとして楽しめる「まちまるごと体験」をコンセプトに、大洲の歴史や
文化を体験できるお一人様向けの客室ラインナップを増やします。 既存空き家の間
取りを活かし、日本の伝統的な最小部屋単位である４畳半を専有空間とし、広い共
用リビングを交流スペースに、またエリアの飲食店から好きなメニューをデリバリー
注文できるフードホール機能も備え、食の「まちまるごと体験」も生み出します。

自然災害発生時の事前避難を支援する保険サービス

呉（大崎下島）代表 ピースクリエイターズ 暮らしを守る保険

私たちは、一般社団法人まめなさんの「くらしを自分たちの手に取り戻す」活動が、地
域の暮らしを豊かにしている様に心を動かされました。自然災害が激甚化する日本に
おいて、彼らが丁寧につくり上げたコミュニティが地域にあり続けるお手伝いが、保
険の仕組みを使ってできないかと想いを馳せ、今回のプロジェクトに辿り着きました。
「暮らしを守る保険」は、従来の保険のあり方を変えた「被害自体を防ぐ」保険です。

RPG（冒険・探究）型の『環境学習プログラムづくり』

大洗代表 Doさんこ 学ばさるクエスト！～環境問題を【自分ごと】にするには？～

私たちが実現したいのは、環境の問題をみんなが自分ごとと捉え、楽しみながら
取り組む未来です。気がついたら楽しく学んでいる！（＝学ばさる）プロジェクト。
プレイヤーは家を飛び出し、川や海、森から学ぶ。各地の大人たちは “ 水の守り
人 ”としてプレイヤーの成長を共にサポートします。「自分にできることは？」一人
一人がそう考え始めることで、未来は変えていけると信じています。

芋煮と音楽をきっかけに地域の人が集まり、つながりと愛着を創出

五城目代表 GoodVibes 軽いご近所付き合いを生み出す「芋煮くらぶ」

心地よい音楽を流しながら芋煮を集まった人たちで食べる「芋煮くらぶ」。隣近所で
暮らす人たちと改めて出会い、会話し、地域内でつながる場をつくります。芋煮くらぶ
を定期的に開催することで、地域での顔なじみが増え、共通話題である「地域」を考
え言葉を交わし、愛着が生まれるきっかけに。参加者と共同で行うご当地芋煮の開発
や、地域での特産品販売・新しい取り組みを発起するきっかけの場としての展開も。

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。

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

ONE・GLOCAL
代表取締役
鎌田 由美子

散歩社
代表取締役
小野 裕之

〈ゲストアドバイザー〉 〈モデレーター〉

（株）リ・パブリック共同代表
migakibaディレクター

田村 大

街を健康にするための遊び方を発見する、街のガイドブック

名寄代表 チームツナガル 746Playingプロジェクト

私たちの目指す「健康」。それは “ 街 ” が健康であること。そのためには「健康
な心」「能動的な行動」、そしてその結果生まれる「お金」が必要不可欠です。
本事業では、名寄の街で私たちが実際に味わった感動体験をもとに、地域
が抱える課題や、施設・資源・自然・アクティビティ等を素材にしながら、
新しい魅力を発見するための行動の循環を生むことを目指します。

プログラムの集大成となる全体発表会では、５つの地域か
ら代表 1 チームがプロジェクト案を発表。Tokyo Torch 常
盤橋タワー 3Ｆの My Shokudo Hall & Kitchen をメイン
会場に、全国からの参加者・視聴者をオンラインで繋ぎ、
約 120 名以上の方々にご参加いただきました。
当日は環境省環境教育推進室企画官・浅原堅祐よりご挨
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 ONE・GLOCAL
代表取締役の鎌田由美子さん、ならびに散歩社代表取締
役の小野裕之さんからコメントをいただきました。

全体発表会の最後はゲストの鎌田さん、小野さんによるト
ーク。まずはお二人ご自身の地域との関わりを踏まえて、
migakiba 全体を通したコメントをいただきました。「各チ
ームが多種多様な視点で地域の課題を捉え、目線の先に
『サスティナブルな未来に対し、私たちはどういう役割を果
たせるのか？』という共通する意志を感じました。いまのマ
ーケットの価値観は文化や伝統、時間や感情などお金で
は買えない無形の価値へと移り、そこにお金が動きます。
よそものの視点と地域をよく知る視点が混ざり合うこと
で、新しさや世界にも伝わるその地ならではの価値が生み
出せると思います」と鎌田さん。
小野さんからはこれからの仕事とローカルについて、「生
産性が上がれば、単純に同じ価値を生むためには半分あ
るいは３分の１の労働力で実は足りているはず。ただ、この
持て余している力を、他の仕事や地域に振り分けることの
ハードルがすごく高い。個人でも複数のわらじを選べて、
どれも本気で関わっていると言える社会の方が地域の発
展も個人の安定性も同時に獲得していけるのではないか」
とのコメント。最後は鎌田さんから「とにかく実際行動して
形にしてみること」、小野さんからは「べき論ではなく、合理
性を超えていく推進力を大事に」というチームへの激励の
言葉をいただきました。

トークセッション

代表チームからは「地域の自然や施設、アクティビティを結
びつけるガイド」から、「食・農・音楽で地域をつなぐイベ
ント」、「探究型の環境学習プログラム」、「災害による被害
を防ぐ保険」、「歴史と文化を味わい尽くす宿泊施設とフー
ドホール」まで、地域の資源や文化を新たな視点から読み
解きなおす提案が並びました。
ゲストのお二人からは各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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茨城県
東茨城郡大洗町

広島県
呉市（大崎下島）

北海道
名寄市
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日本全国から、様々な専門性を持つ31チーム121名の参加者が集いました。

参加者公募イベント

エリア公募イベント

お申し込み締め切り

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

現地報告会

全体発表会

12月2日（木）

12月16日（木）

1月13日（木）

2月10日（木）

１２月３日（金）

１２月17日（金）

1月14日（金）

2月11日（金）

2月27日（日）

10月30日（土）

10月31日(水・祝)－11月4日（木）

11月14日（日）

11月27日（土）

12月1日（水）

現地フィールドワーク

12月15日（水）

1月12日（水）

1月２4日（火）ー1月28日（金）※いずれか1日に参加

TA座談会

2月9日（水）

3月５日（土）

2月23日（水・祝） 2月26日（土）

11月30日（火）

12月14日（火）

1月11日（火）

2月8日（火）

11月29日（月）

12月13日（月）

1月10日（月）

2月7日（月）

18:30-21:00

18:30-19:30

-

18:30-21:30

19:00-21:30

19:00-21:30

19:00-21:30

19:00-21:30

19:00-21:30

13:30-16:00

10:00-13:00
14:00-17:00

%()( 参加者データ

*+,"$ 参加者の声
"-$%,)　クレジット

年 代

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。

参加者の属性

参加者の職業等の属性は「製造業」が
最も多く、次いで「情報通信業」「デザイ
ン・コンサルティング等専門サービス」
が多かった。全体として、幅広い業種か
らの参加が見られた。

初期視点の設定方法、問題が生じている
社会構造の把握、アイデアへの昇華の仕
方、相手への伝え方まで、体系的に網羅さ
れており、期間中、講義動画を何度も見返
していました。またメンタリングでのあたた
かいサポートを通して、ピッチを磨き上げる
ことができ、自分自身の糧になりました。こ
れからもこのプロセスを参考にしたいと思
います。

環境問題に取り組む際、知識や行動だけ
では人は動かない。一人ひとりが自分ごと
として捉えて、長く続けられる仕組みをつく
るのは手間も苦労もかかるけれど、効果的
で長く続いていくと気づきました。メンバー
や他チーム、メンターや事務局のみなさん
から多様な視点を学ぶことで、私自身も今
までよりも少し視点を増やすことができま
した。

参加者の居住地は関東地方が最も多く、約半
数となっている。次いで、北海道、九州地方、
中国地方の順に多くなっている。

 年代 人数

 10代 1

 20代 52

 30代 46

 40代 11

 50代 10

 60代 1

 計(人) 121

居住地

地域

北海道

東北

関東

中部

近畿

中国

四国

九州

計(人)

人数

19

6

65

1

6

9

4

11

121

東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州

茨城県・大洗町     
Doさんこチーム
中塚 茜

広島県・呉市（大崎下島）
ピースクリエイターズチーム

小松崎 鉄雄

秋田県
南秋田郡五城目町

愛媛県
大洲市

20代
43％ 19

（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

不動産業

公務

宿泊・飲食業

生活関連サービス・娯楽

教育・学習支援

建設業

その他

0 10 20

21

20

18

10

9

7

7

6

5

4

14

6

65

1
6

9
4

11
30代
38％

40代
9％

50代
8％

60代
1％

10代
1％

北海道
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