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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、さまざまなキーワードが乱立するなかで、

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、

内外の地域の連関を捉え直す、自律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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migakiba（ミガキバ）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。
本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41チーム
139名が参加。独自の自然環境や文化的・歴史的背景を持つ7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。

地域循環共生圏（ローカル SDGs）
「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。

地域に根ざす資源・文化を磨き
これからの循環を考える150日間

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。

*TA:migakiba卒業生のティーチング・アシスタント

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

7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7つのテーマ
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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

3

migakibaの特徴
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8/17（水） 9/16（金） 2/18（土）11/5（土） 12/7（水） 1/11（水）8/19（金）～
8/23（火）

9/28（水） 10/26（水）
2/4（土）～
2/11（土）

11/10（木）～
11/15（火）

11/24（木）～
11/29（火）

12/15（木）～
12/20（火）

1/19（木）～
1/24（火）
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10/9（日）～
10/23（日）

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 全体ウェビナー➀ 全体ウェビナー➁ 全体ウェビナー➂ 全体ウェビナー➃

地域別ウェビナー➀ 地域別ウェビナー➁
中間報告会

地域別ウェビナー➂ 地域別ウェビナー➃

地域別ウェビナー 参加者公募イベント

全体ウェビナー

全体発表会

現地フィールドワーク

migakibaサミット

/ 地域別テーマレクチャー /
【厚真】
野々宮 秀樹（GOOD GOOD株式会社 代表取締役）
「多様な資本の利活用方法」
【石巻】
若林 明宏（有限会社若林商会 代表取締役/株式会社石巻工房 役員）
「石巻工房はどこへ行く？」
【北軽井沢】
福嶋 誠（北軽井沢観光協会 会長）
「地域主体方法論」
【南砺】
山川 智嗣（ジソウラボ 理事/建築家/コラレアルチザンジャパン代表取締役）
「観光客と職人の新たな付き合い方」
【京北】
大東 一仁 （右京区役所 京北出張所長）
「人と自然、文化が輝く～持続可能な京北地域を目指して～」
【三豊】
北川 智博（瀬戸内うどんカンパニー 代表取締役）
「食を通じた地域事業の作り方」
【うるま】
田中 啓介（一般社団法人プロモーションうるま 理事）
「島人とともに探るこれからの豊かさ」

/ トーク /
池内 計司（IKEUCHI ORGANIC株式会社 代表）

/ 地域別環境レクチャー /
【厚真】
宮 久史（厚真町役場 主幹）
「林業から挑戦までの土壌づくり」
【石巻】
宮城 了大（Active Life Lab代表）
「環境活動3つの手段」
【北軽井沢】
百瀬 旬（デロイトトーマツ合同会社 Just do it!! 地域イニシアチブ 代表）
「地域課題解決のための掛け算　～三陸での事例～」
【南砺】
有井 安仁（株式会社PLUS SOCIAL 取締役）
「暮らしが楽しい街はみんなが住みたい街になる」
【京北】
高室 幸子（一般社団法人パースペクティブ共同代表）
「里山・都市・流域、わたしと暮らし」
【三豊】
今川 宗一郎（株式会社ウルトラ今川 代表取締役）
「コミュニケーションを通じた地域循環型事業」
【うるま】
金城 由希乃（株式会社マナティ 代表取締役）
「エシカルツーリズム
        ～地域が立ち上がる地方創生のモデル作り～」

/ 全体環境レクチャー /
長谷川 琢也（一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン Co-Founder）

/ 事業化レクチャー /
瀬川 秀樹(クリエイブル 代表)
「最初の顧客編」

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)

「ビジネスモデル編」

サミット
/ ゲスト＆トーク /
鈴木 敦子（ETIC.事務局長）
黒井 理恵（Nスポーツコミッション 事務局次長）

/ フィードバック＆トーク /
鳥居 希（株式会社バリューブックス取締役）
筧 裕介（NPO法人issue + design代表）

現地報告会
/ ゲスト /
【厚真】
宮 久史（厚真町役場 主幹）
【石巻】
松村 豪太
（ISHINOMAKI2.0 代表理事/Reborn-Art Festival実行委員会事務局長）

【北軽井沢】
百瀬 旬（デロイトトーマツ合同会社 Just do it!! 地域イニシアチブ 代表）
【南砺】
北川 智之（なんとエナジー社長/北川電機代表/福野家守社代表）
【京北】
小池 禎（元MAZDAデザイン部長/元オムロンヘルスケアデザイン部長）
【三豊】
原田 佳南子（瀬戸内ワークス株式会社 代表取締役）
【うるま】
河野 こずえ（galleryはらいそ店主/monobox株式会社プロデューサー）

!"#$%&& migakibaのプロセス

参加講師＆ゲスト

本年度は2022年9月16日～2023年2月18日までの約150日間のプログラムを実施。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2～5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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テーマ

多様な資本が織りなす
挑戦の土壌
概要
田畑や牧場、森林、海など豊かな自然に恵まれた厚真町で
は、近年、シェア畑や共助型困りごと解決サービス、循環型
の和牛牧場、テロワール型ワーケーションなど、さまざまな事
業が生まれている。「厚真町コミュニティスペースイチカラ」
や「ローカルベンチャースクール」などをフィールドワーク先
候補とすることで、厚真町の挑戦を促す土壌を探り、自然と
文化・経済の多様な資本を織り交ぜた事業の創出を目指す。

現地事務局
「マドラー株式会社」
都会×地方、ベテラン×ワカモン、テクノロジー×レガシーな
ど「境界を超えて世界をかき混ぜる」をコンセプトにし、世
の中をかき混ぜアウフヘーベンをおこしながら新しい未来
を作っていく。

事務局代表
マドラー株式会社　
代表取締役社長　成田 智哉
世界の境界はどんどんなくなっていき、
対立しているように見えるものはどんど
ん止揚されていきます。ローカルからの
可能性を楽しんでいきましょう！

��. 北海道・北海道勇払郡厚真町

基本情報
面積 404k㎡

人口 4,411人

特産品 ハスカップ、米、じゃがいも
名所 浜厚真海岸

産業 農業、林業、水産業、商業

地域の特徴
特徴� ハスカップの作付面積、全国１位
特徴� 北海道屈指のサーフスポット
 「浜厚真海岸」

特徴� 空港から車で約35分の
 交通アクセス

道内外の参加者が集った1泊2日のフィールドワーク。テー
マの「多様な資本が織りなす挑戦の土壌」を体感出来るよ
う、厚真のさまざまな地域資源を資本に事業を起こしてい
る挑戦者を訪ねました。初日は、広大なゴルフ場の開発跡
地を商談が出来る公開生産牧場として再生する "GOOD-
GOOD Secret Maison & Farm" を訪問。2日目は、馬搬
を生業とする西埜馬搬を訪問し、馬や自然資本を活かす
ことで生まれるさまざまな価値創造のあり方についてお聞
きしました。プログラムの最後には、浜厚真の海岸の活用
可能性について考え、厚真の資源や挑戦者の熱を直接感
じられたフィールドワークになりました。

金融業界出身で現在は厚真の地域資産の活用に取り組
む野々宮秀樹さんによるレクチャーでは、migakibaでの厚
真の地域テーマに掲げられている「資本」の捉え方につい
ての講演を実施。一方、宮久史さんによる環境講演ではご
自身が林業の研究に取り組んできた背景をもとに、林業
の土壌から、まちの挑戦の土壌に自身の取り組みをシフト
してきた経緯をお話いただきました。厚真町で実施されて
きたローカルベンチャー事業を通して、人が人をつなぐ形
で新たな人が地域に呼び込まれていくプロセスや、地域
の課題を資源に捉えなおす視点について伺い、厚真の魅
力や特性が伝わる良いスタートとなりました。

!"#$%&'()  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、ローカルベンチャー

-(#.#/+0+"'/  現地報告会のこと

〇〇現地事務局代表より一言

北海道厚真町の現地報告会は、事務局のマドラー株式
会社が運営するコミュニティスペースイチカラで、現地＆
オンラインのハイブリッドで開催しました。雪のなかでし
たが、現地にも多くのチームが参加し、また現地事務局
から現地の住民の方にもお声がけした結果、役場の方
や地域で挑戦している若者や近くにお住まいの方が参
加してくれました。
各チームの最終プレゼンを聴きながら、プレゼンのたびに
飛ぶ多数の質問を軸に、プランが磨かれ、共感者が増え、
一緒にやろうとの声が飛び交いました。メンターの方々か
らもアドバイスをいただきながら、実際にこの夏から実施
していきますとの声も多数聞かれ、参加者が次の行動を胸
に誓う姿が見られました。
そして夜の懇親会も含め、全く縁のなかった北海道厚真町
が新たなふるさととなり、次のステージに各人が進んでい
きました。

厚真町との接点はほぼゼロからのスタートの参加者が多かったなかで、一体この地域で何が起きているのか、実際に
現地に来て体感してわかるものも多くありました。こんなことが「価値」になることがあるのかと、厚真にしかない「ひと」
や「風景」を見つけて価値を創造されていきました。結果、新たな変化が生まれ、具体的なアクションプランが用意され、
行動していきます。普段目にする当たり前にも、視点や体験を変えることで、新たな価値創造ができるようになっていっ
たと思います。それは、どこか特定の地域でしかできないことではなく、その態度を保つことで、どこでも違いを楽しみな
がら豊かに暮らせるエッセンスだと感じました。

GOOD GOOD株式会社 代表取締役
野々宮 秀樹

厚真町役場 主幹
宮 久史

㈱エーゼロ厚真　取締役
花屋 雅貴

メンター メンター

㈱フェリシモ 地域共働部部長
株式会社hope for取締役

三浦 卓也

TA（migakiba2期生）
中塚 茜

TA
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テーマ

自分でつくる暮らしの
レジリエンス
概要
石巻ではデザインの力でDIYの可能性を広げる家具ブランド
「石巻工房」や、石巻のホップを使ったクラフトビールが飲める
I-HOP CAFEや石巻工房のショールーム、ゲストハウスなどが
併設された複合施設「ISHINOMAKI HOME BASE」をはじめ、
新たな活動が各地で生まれている。これらをフィールドワーク
先候補することで、自分たちの手でつくり出すことで、もし壊れ
ても自分たちで直せるレジリエントな暮らしのあり方を探る。

現地事務局
「いしのまきグリーンツーリズム協議会」
漁業のまちの農業という少し変わった切り口をはじめ、石巻
の暮らしや文化・アート、食、自転車とまちにちりばめられた
魅力を発信すべく、海、山、川そしてまちと広がるエリアをつ
ないだ「くらす（暮らす&Class）」体験を市内外にお届けし
ています。（令和3年度農泊推進対策取組地域）

��. 東北・宮城県石巻市

基本情報
面積 554.6k㎡

人口 137,546人

特産品 笹かまぼこ、かき、ほや
名所 石巻魚市場、金華山

産業 建設業、小売業

地域の特徴
特徴� 世界一長い魚市場

「石巻魚市場」

特徴� 世界のかきの
 近代養殖発祥地

特徴� ササニシキの生産量、日本一

石巻のフィールドワークでは、宮城、東京、兵庫、静岡、そし
てニュージーランドからも参加者が集い、豊かな資源を探
索しました。エリアテーマである「自分でつくる暮らしのレ
ジリエンス」に基づき、森林や海と調和した暮らしを提案
する「もものわ」さんや、石巻のモノづくりハブ拠点である
「石巻ホームベース」を訪問し、持続可能な暮らしを自分た
ちでつくり出すことについて学びました。2日目はチームに
分かれて、それぞれ興味のあるエリアを訪問し、石巻の文
化や自然、人の暮らし・働き方について知見を深めました。

オリエンテーションでは、石巻のテーマである「自分でつく
る暮らしのレジリエンス」についてテーマ講師の若林明宏
さんより、ご自身が取締役を勤める石巻工房を軸に、だれ
もがつくることができる家具デザインと展開事例について
お話いただきました。環境講師であるActive Life Lab代
表の宮城了大さんには、ご自身が震災後に留学先である
ハワイから帰国し、生まれ育った石巻の自然を守るために
行っているビーチクリーンや自然を探索するアクティビテ
ィ、宿泊施設運営を通して行っている環境にまつわる地域
での取り組み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
グリーンツーリズム、気候変動と防災

環境講師テーマ講師

有限会社若林商会 代表取締役
株式会社石巻工房 役員

若林 明宏

Active Life Lab 代表
宮城 了大

事務局代表
いしのまきグリーンツーリズム協議会
加納 実久
石巻暮らしを楽しむ仲間たちにぜひ
会いに来てください！美味しい恵みと
お待ちしております！

$#*+,(#  レクチャー

-(#.#/+0+"'/  現地報告会のこと

〇〇現地事務局代表より一言

石巻の現地報告会は現地会場とオンラインのハイブリッド形
式で開催しました。現地会場は 2011年に被災したガレージ
を改装して誕生したオープンシェアオフィス「IRORI」。ゲスト
にはコメンテーターとしてIRORIを運営されている一般社団
法人ISHINOMAKI2.0の松村豪太さん、そして石巻地域でさ
まざまな活動をされている方もお招きし、石巻地域のmigaki-
baに参加した５チームの発表に対してプロジェクトを実施し
ていく上でのフィードバックやアドバイスを行いました。
参加したチームはフィールドワーク以外でも石巻に訪れて
ヒアリングを繰り返したチームや、自分たちのアイデアの
プロトタイプを実践したチームもあり、発表にも勢いを感
じました。現地事務局長の加納さん、メンターである森さ
ん、苅谷さんは、それぞれのチームのアイデアを聞きなが
ら「よくぞここまでアイデアを成長させた」「何か一緒にで
きることがあれば協力したい」とコメントされていました。
後半では石巻の現地事務局を務めた3名とゲストコメン
テーターの松村さんの4名でのトークセッションを実施。震
災を経て復興を遂げた石巻という地域で事業を行うこと
に対する意義や心構えをお話しされました。

今回のmigakibaでは、震災、復興というキーワードだけではない、これまで、いま、そして未来につながる石巻の姿を多
様な視点で見つめ、その可能性を探求したいと「自分でつくる暮らしのレジリエンス」をテーマに設定しました。東日本
大震災以後、多くの支援を受けたまちですが、だからこそいま石巻というまちやそこに暮らす人々の持つ力や考えを、今
回の参加者のみなさんをはじめ、今後もさまざまな地域の未来に活かしていけるのではと、さらなる期待を得る機会とな
りました。「きれいごと」だけではない日々の暮らしのなかで、日々を楽しみながら、自分たちが思いや時間をかけること
にできる地域の未来に向けて、これからも今回のご縁を紡いで一緒に歩んでいけたら嬉しいです。

moritoki主宰
森 佳代子

メンター

株式会社街づくりまんぼう
街づくり事業部 部長
苅谷 智大

メンター

TA（migakiba１期生）
吉武 麻子

TA
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テーマ講師である福嶋誠さんからは長年、きたもっくの経
営とご自身の体験を通して構築した「地域主体方法論」を
もとにお話いただきました。キャンプ場経営からはじまり、
6次産業にまで発展してきた根幹には、フィンランド語で
「自然に従う生き方」を意味する「ルオム(luomu)」という
考え方があり、自然が恵みにも脅威にもなり得ることを前
提にしているというお話がとても印象的でした。また環境
講師の百瀬旬さんからは、「東北未来創造会議」や「気仙
沼主催の経営塾」といったご自身の数々の取り組みをご
紹介いただくなかで、地域の生態系とコミュニティへのア
プローチについてお話しいただきました。

テーマ

自然とともに生きる
ための場づくり
概要
北軽井沢を拠点とし、キャンプ場をはじめとする場づくりを基盤
に、薪製造から自伐型林業、建築や家具づくり、養蜂や商品開発
まで、地域循環にかかわる多面的な事業展開を行う「きたもっく」。
宿泊型ミーティング施設「TAKIVIVA」や、2021年にスタートした地
域資源活用工場「あさまのぶんぶんファクトリー」などをフィール
ドワーク先候補として、自然とともに生きるための場づくりの実践
に学び、他地域での展開や新たな産業の創出の可能性を探る。

現地事務局
「地域未来創造事業体きたもっく」
浅間山の麓「北軽井沢」で、自伐型林業や植生循環を促す養
蜂に取り組む。木は薪や建築材に、蜂蜜は食材や加工品とし
て、年間10万人が訪れるキャンプ場スウィートグラスや焚火に
集う宿泊型ミーティング施設タキビバなどで活用。地域資源の
価値化と場づくりで、持続可能な地域循環事業を実践。

��. 関東・群馬県長野原町北軽井沢

基本情報
面積 50.26k㎡

人口 1,018人

特産品 とうもろこし、ブルーベリー
名所 浅間山、浅間大滝

産業 観光業、医療、農業、建設業

地域の特徴
特徴� 活火山「浅間山」の北麓
特徴� 広葉樹・針葉樹に囲まれた
 中山間地域

特徴� 日本有数のキャンプ場
 「北軽井沢スウィートグラス」

東京、京都、広島、群馬、神奈川など各地からの参加者が
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、きたもっくの山林や薪製造所などをはじめ、地域産
業にまつわる場所を見学しました。また、長野原町町長に
よるバイオマス産業都市構想についての講演を受けた
後、焚き火を囲みながら参加者と事務局が混ざって語り合
う時間となりました。2日目は狩宿集落と地産住宅の見学
の後、きたもっくの会長でありテーマ講師も担当いただい
た福嶋誠さんによるレクチャーを受け、メンタリングを実
施。フィールドワークを踏まえた上での各チームの興味関
心やそれぞれの視点を共有することができました。

!"#$%&'()  フィールドワーク

想定される事業領域
自然の再生、地域資源を活用した産業インフラ

環境講師テーマ講師

北軽井沢観光協会 会長
福嶋 誠

デロイトトーマツ合同会社　
Just do it!! 地域イニシアチブ 代表

百瀬 旬

事務局代表
きたもっく事業戦略室 室長
フィールド事業部長－事業構想修士－
土屋 慶一郎
同じ質の志をもつ方々と刺激しあいな
がら、このプロジェクトを進めていきた
いと思っています！

百年センター
マネージャー
日月 悠太

メンター

有限会社きたもっく
地域資源活用事業部長

福嶋 淳平

メンター

TA（migakiba１期生）
小林 えり

TA

$#*+,(#  レクチャー

-(#.#/+0+"'/  現地報告会のこと

〇〇現地事務局代表より一言

150日間で事業構想そのものが変わり、質も変わり、チームの空気感も変わりました。その変容を目の当たりにして、私
たちも刺激を受け、変わることができました。私たちは、事業に向き合う、つくる、歩み続ける、というのは、ひとと向き合
い、同じ方向をみることだと考えています。migakibaというステキな機会を得て、偶然知り合えた仲間、地域とこれから
も同じ方向をみながら歩んでいければと思っていますし、それがそれぞれの地域の未来につながることを確信していま
す。このようなご縁を紡ぐ機会を与えてくれたmigakibaに感謝します。

北軽井沢の現地報告会は、きたもっくが運営するTAKIVIVA
にて現地会場とオンラインのハイブリッド形式で実施しまし
た。各チームの発表からは、ラストスパートで何度も資料を
見直し、発表内容を洗練させた努力の跡が見受けられ、そ
の熱い思いと連動した解像度の高さが印象的でした。各チ
ームの発表後には、当報告会でゲストコメンテーターを務
めていただいた福嶋誠さん、百瀬旬さん、特別ゲストとして
参加いただいた株式会社つるエネルギー代表取締役の鹿
島健さん、そして現地事務局メンバーとして伴走いただいた
土屋さんと日月さんによるトークセッションを行いました。
鹿島さん、福嶋さん、百瀬さんからは実体験を交えた地域事
業に取り組む際の心得やコツ、参加者のみなさんへの的確
な助言をいただき、土屋さんには「今の社会の抱えている
問題と正面から向き合っていくプロジェクトばかりで、難易
度は高いがものすごく意義のあるプロジェクトが多い」と総
括していただきました。最後に、鹿島さんから参加者のみな
さんに向けて「答えを探すのではなく浮かび上がったもの
を感じ取る」という至言をいただき、北軽井沢の現地報告会
は終了となりました。

%%%&



現地フィールドワークで五感で感じ取ってもらった井波のエネルギーをそれぞれの形で事業プランとして変容させ
ていく様は、まさにこの井波の地が変容していく様を体現してもらっているようでした。150日間でじっくり磨き上げら
れた事業プランは、井波の地だけでなくさまざまな場所・形で展開可能なものになったと感じています。この機会を
はじまりとし、変容を遂げていくのを私たちも楽しみにしています。

テーマ

小さな循環を生み出す
クラフツ運動
概要
250年を超える木彫刻文化を背景に、現在も約200人の彫刻師
を誇る全国一の産地、井波。近年では木彫りのみならず、陶芸
や漆芸、パンやコーヒー、地域資源を活用したクラフトビール
などの多くの職人が暮らし、制作をしている。職人に弟子入りで
きる分散型の宿「Bed and Craft」の位置するエリア一帯や、合
掌造り集落の五箇山地域をフィールドワーク先候補として、半
径30km圏内でつくる循環型のクラフトのあり方を探索する。

現地事務局
「一般社団法人ジソウラボ」
南砺市井波で地域づくりを行う法人。2019年、地元にゆかりの
ある異業種の若手有志７名で設立し、町の歴史と文化を踏ま
え、100年後の地域における文化の源泉になる人材を育てる活
動を行っている。これまで飲食業やモビリティ、伝統工芸などの
人材を輩出し、各分野に特化した新しいラボが生まれている。

��. 中部・富山県南砺市井波

基本情報
面積 26.2k㎡

人口 7,902人（*旧井波町エリア）

特産品 井波彫刻、里芋まんじゅう
名所 瑞泉寺、五箇山合掌造り集落

産業 製造業

地域の特徴
特徴� 住む人々の心のよりどころ
 「瑞泉寺」

特徴� 250年続く、ものづくり、
 職人の技「井波彫刻」

特徴� 町で何かが動き始めている
 「中京通り」

!"#$%&'()  フィールドワーク

想定される事業領域
循環型ものづくり、地域資源循環

環境講師テーマ講師

ジソウラボ 理事/建築家
コラレアルチザンジャパン 代表取締役

山川 智嗣

株式会社PLUS SOCIAL 取締役
NOMCRAFT BREWING オーナー

有井 安仁

事務局代表
ジソウラボ 理事/建築家
コラレアルチザンジャパン代表取締役
山川 智嗣
私たちの地域や土地から、感じ取
ってください。大切なものが残って
いる場所だと思います。

ジソウラボ 理事
NAT.Development CEO
㈱藤井組 常務取締役
藤井 公嗣

メンター

ジソウラボ 代表理事 林業家
㈱島田木材 代表取締役

島田 優平

TA（migakiba１期生）
免 範親

TAメンター

$#*+,(#  レクチャー

〇〇現地事務局代表より一言

オリエンテーションでは、建築家でジソウラボ理事の山
川智嗣さん、持続可能な社会のための社会投資等を手
掛ける有井安仁さんにレクチャーを行っていただきまし
た。山川さんには「観光客と職人の新たな付き合い方」を
テーマとして、井波の歴史や現在の課題、ジソウラボが
地域の多様なメンバーと取り組む「ホテル分散型」「逆募
集型」のまちづくりについてお話しいただきました。有井
さんには「暮らしが楽しい街はみんなが住みたい街にな
る」をテーマに、人口減少に直面する有田川町の未来を
考えるプロジェクトなど、ご自身の経験をもとにお話しい
ただきました。

富山や広島、新潟、神奈川、東京などから、参加者が集っ
たフィールドワーク。初日は井波の中核ともいえる瑞泉寺
や八日町通りをめぐり、井波のまちの歴史や人々の精神
性に触れました。また井波の地理的な環境を学ぶべく山
間部を訪れたり、和紙やギターなどのものづくりを体感。2
日目はジソウラボ・ケイギョーラボ・アキヤラボなどのまち
づくりの実践を学び、今まさに開店準備中のブルワリーや
コーヒー店などの現場を視察し、まちの変化を体感する時
間となりました。実際にまちを歩くことで感じるものと、現
地事務局との交流を通じて地域の解像度を上げ、視点が
更新されるフィールドワークとなりました。

-(#.#/+0+"'/  現地報告会のこと

井波の現地報告会は会場とオンラインのハイブリッド形
式で実施。会場の「いなみ 木彫りの里」には南砺市の市長
をはじめ、地域活性化や持続可能なまちづくり事業に関
わる北川智之さんをゲストコメンテーターとしてお迎えし
ました。
前半はこれまでの取り組みを振り返り、各チームの発表へ
と移行。どのチームのプロジェクトも大きくブラッシュアッ
プされており、中には試作品を用いてゲストや現地事務
局にアピールを行うチームも見られ、各々の熱量がしっか
り伝わる発表となりました。
後半はゲストコメンテーターの北川智之さんと現地事務
局のトークセッション。各発表へのコメントをいただき、地
域に持続的に関わっていくために大事にするべきことに
ついて、それぞれの経験をもとに語っていただきました。
自らのパッションを原動力にすることや、やりたいことを
説明し続ける・やり続けることの大切さなどの示唆を得ら
れ、今後の活動への期待が高まる会となりました。

%'%(



テーマ

里山と世界をつなぐ
地域の知恵
概要
平安遷都以来の木材供給地として栄え、土地の93%を森林が占める
里山、京北。同地を拠点とするROOTSは、インターナショナルな背景
や経験を豊富に持つメンバーで、海外と連携したスタディツアーや
宿泊施設運営、ローカルビジネスのデザインなどに取り組んでいる。
地域に根づく持続可能な循環の知恵を、グローバルな視点で読み
解き直す新たな教育・学びのプロジェクト創出を目指す。

現地事務局
「京北 ROOTS」
地域の根（ROOTS）を深く理解し、その知恵を次の時代に再
編し、国際的に利用可能なアイデアとして展開している。高齢
化で失われつつある地域の知恵と現在を生きるグローバルな
人々を繋げ、世界や地域が抱える課題を解決する新たな知恵
やイノベーション、次世代の人材を生み出していくことが使命。
地域でのコワーキングやスタディツアーなどを行っている。

��. 近畿・京都府京都市京北

基本情報
面積 217.68k㎡

人口 4,580人

特産品 北山杉、鮎、納豆餅
名所 桂川、常照皇寺、周山城址

産業 農業、林業

地域の特徴
特徴� 古来からの木材の名産地
特徴� 鮎やアマゴが穫れる清流
 「桂川」

特徴� 納豆の発祥地とも言われる
 発酵文化

!"#$%&'()  フィールドワーク

想定される事業領域
環境教育、里地里山の保全・活用

環境講師テーマ講師

右京区 副区長 兼 京北出張所長
大東 一仁

(一社)パースペクティブ 共同代表
 高室 幸子

事務局代表
株式会社ROOTS 代表取締役
中山 慶
世界の教育機関やプロフェッショナ
ル達と、里山をフィールドにした体験
・貢献型の学びの場を作っています。
興味ある方はぜひ！

(合)ブリコルース 代表
石田 奈津子

メンターメンター

株式会社ROOTS  共同代表
曽 緋蘭

TA（migakiba１期生）
寺井 正幸

TA

$#*+,(#  レクチャー

〇〇現地事務局代表より一言

京北の持つポテンシャルや魅力、課題にも焦点を当てながら、地域に入り、具体的な提案を行っていくために、「里山と
世界をつなぐ地域の知恵」というテーマを設定しました。150日間を終えて、すでに春に第二弾のツアーを検討するチー
ムもおり、ROOTSの教育事業のロジスティクスの担当や、新しいリトリートプログラムの企画をする人まで現れていま
す。今回の5カ月のプログラムが、継続的に起こっていく事業となるよう、ROOTSとしても引き続き支援や協力を深めてい
きたいと思います。

オリエンテーションでは、右京区副区長兼京北出張所長
の大東一仁さんをテーマ講師としてお迎えし、京北の豊
かな資源と文化、奥深い歴史をはじめ、京北のあらゆる
持続可能な取り組みについてご紹介いただきました。環
境講師としては、パースペクティブ共同代表の高室幸子
さんをお招きし、次の時代に健やかな森を残すための人
と自然との関係性におけるヒント、パースペクティブが取
り組む、工藝を未来につなぐ森づくりや森を起点・終着
点とするものづくりやなどについてお話しいただきまし
た。

京都内外から参加者が集い、京北の”Local wisdom-里
山の知恵”を学ぶ1泊2日のフィールドワーク。まずは地元
の木こりさんとともに京北の山林へ向かいました。その後
は、木材市場と製材所、Fab Village Keihokuを訪問。平
安時代から林業を軸に作られてきた京北木材の歴史と
森、そして地域の現状を知り、これまでの課題とこれから
のポテンシャルについて、宿泊先のあうる京北でディスカ
ッションを行いました。2日目は、地域に代々住む河原林さ
んの茅葺のお家と京組子職人の村山さんを訪問。現地事
務局や里山に暮らす地元の方々の言葉や知恵を目にする
ことで、一人ひとりがさらに地域への理解を深めました。

-(#.#/+0+"'/  現地報告会のこと

現地報告会は、京北の森林の高台にある研修施設、「あう
る京北」で開催しました。外は一面の雪景色に包まれるな
か、現地会場には、ゲストコメンテーターの小池禎さん、
テーマ講師の大東さんや環境講師の高室さんをはじめと
した京北地域からのゲストの方々と6チーム15名の参加
者、現地事務局とメンターが参加。オンラインからは1チー
ム3名の参加者と現地に来られなかったメンターが集い
ました。
各チームはこれまでの約4ヶ月間で、試行錯誤の繰り返しを
経てつくりあげてきたプロジェクト案を発表。 自身の経験
や興味から生まれたアイデアや地域の課題に寄り添ったア
イデアなど、それぞれの想いがこもったプレゼンテーション
ばかりでした。発表後には小池さんをはじめ、大東さん、高
室さん、そして地域の方々より、熱い応援の言葉や温かい
フィードバックをいただきました。地域やチーム間との交流
も深まり、今後の更なる継続的な活動やつながりに期待が
高まる現地報告会となりました。

%)%*



メンター

テーマ

食が結びなおす
社会の仕組み

��. 中国四国・香川県三豊市

!"#$%&'()  フィールドワーク

環境講師テーマ講師

瀬戸内うどんカンパニー株式会社 代表
北川 智博

株式会社イマガワ 取締役 
株式会社ウルトラ今川 代表取締役

今川 宗一郎 

食と旅のコーディネーター
森 さくら

メンター

株式会社MATCHA
編集者
溝端 直毅

TA（migakiba１期生）
今井 祐里

TA

$#*+,(#  レクチャー

概要
瀬戸内海の自然環境や農産物に恵まれた三豊市では、食育や食
文化継承、流通開発事業、ツーリズムなど、食を起点とした地域循
環にかかわる多様な事業が生まれている。複合施設として生まれ変
わった地域最後の酒蔵「三豊鶴」や、地元企業を中心に11社が共同
出資してできた会社瀬戸内ビレッジが開業した一棟貸しの宿
「URASHIMA VILLAGE」などをフィールドワーク先候補とし、持続可
能性を考える入り口として食を捉える新たな事業づくりを目指す。

現地事務局
「瀬戸内サニー株式会社」
瀬戸内・香川県に根ざすYouTubeチャンネルやSNSメディア
を自社プロダクトとし、企業・自治体のデジタルマーケティン
グを支援する動画メディア系ベンチャー企業。また交通安全の
啓発や若者の投票促進など、スマホ世代を取り巻く社会課題
に対して、インフルエンサーとして精力的に活動している。

基本情報
面積 223k㎡

人口 60,033人

特産品 みかん、ぶどう、マーガレット
名所 紫雲出山、父母ヶ浜

産業 製造業、観光業

地域の特徴
特徴� 世界中からうどんづくりを
 学ぶ人たちが集う

特徴� 果物の栽培が盛んな
 「フルーツ王国」

特徴� 浦島太郎伝説にまつわる
 地名や遺跡が残る

想定される事業領域
地産地消、フードロス、食育

事務局代表
瀬戸内サニー株式会社 代表取締役社長
YouTuber
大崎 龍史
三豊に集まるエネルギッシュな人た
ちとの出会いが、あなたの人生を動
かすきっかけになります。ローカルか
らぶち上げていきましょう！

〇〇現地事務局代表より一言

食育や食文化継承を起点に、地域循環にかかわる多様な事業が生まれる三豊では、持続可能性を考える入り口として
食を捉える新たな事業づくりを目指しました。他地域よりも若手メンバーが多かったからこそ、学びを自分たちなりに解
釈して取り入れ、さらに磨きをかける吸収力が際立っていました。現地報告会の翌日に実証実験的にイベントを開催して
いるチームもあり、行動力も素晴らしかったです。実現に向けて引き続き行動してくれれば、これほど嬉しいことはありま
せん。

オリエンテーションでは、瀬戸内うどんカンパニー株式会
社代表の北川智博さんをテーマ講師としてお迎えし、豊
かな食文化を通してつくり手と消費者をつなぐストーリー
の紡ぎ方や小さなトライを重ねる土壌の育み方について
お話を伺いました。環境講師としては、株式会社ウルトラ
今川代表取締役である今川宗一郎さんをお招きし、町の
歴史を受け継ぎながら住人がいかに景観を守っていくの
か、住人自身がつくる理想暮らしやコミュニティの育み方
についてお話をいただきました。

全国各地から参加者が集い瀬戸内の豊かな自然資源を
体感した１泊２日のフィールドワーク。初日は、紆余曲折を
経て絶大な人気を誇る観光スポットとなった父母ヶ浜を散
策し、地元ボランティアの方々や地元商店のお話を伺いま
した。その後、地域文化・芸術を発信する元酒蔵の「三豊
鶴」内で、期間限定オープンしている「地域食文化継承レ
ストラン」にて食を通じた文化を体験。鮮魚店のいりこラー
メンを朝食に始まった２日目は、うどん食文化を発信する
UDON HOUSE でお話を伺った後、少量多品種生産をす
る農家さんを自由参加で訪問。地に湧き出る豊かな文化
を目で耳で舌で感じるフィールドワークを終えました。

-(#.#/+0+"'/  現地報告会のこと

150日間を通して磨き上げてきたプロジェクト案を、地域の
みなさんに向けて発表するハイブリッド形式の現地報告
会。三豊エリアでは、薪火グリルのある温かな空間である
ゲストハウス「ku;bel」にて、地域テーマであった「食」を起
点にした地域循環共生圏に基づくアイデアを発表しまし
た。現地の事務局長やメンターに何度もディスカッションを
重ねてつくり出したアイデアを通して、チーム同士や地域の
みなさんとのコラボレーションが生まれ、まさに創造とは共
創であることを感じるセッションになりました。
発表を終えると、ゲストコメンテーターであるUDON 
HOUSE代表の原田佳南子さんを交えてのトークセッショ
ンへ。migakibaで一番大変だったことなどこれまでのプロ
セスを振り返りながら、次の一歩をどう進めるか、建設的な
意見を出し合いました。穏やかな三豊の空気に包まれ、和
気藹々と温かな雰囲気で幕を閉じました。

%!%"



メンター

〇〇現地事務局代表より一言

テーマ

島人とともに探る
これからの豊かさ
概要
沖縄の昔ながらの風景が残るうるま市。集落ごとの言葉や舞
踊など独自の文化がいまも息づく。一方、県内3位の人口に対
し、1人当たり所得は県内ワースト2位と、沖縄の光と影が混在
する地域でもある。コミュニティ食堂や共同売店、コワーキン
グスペース、宿泊施設などの複合施設「HAMACHŪ」などを訪
問し、オーバーツーリズムや貧困率・離婚率などの社会課題に
触れ、真の豊かさとこれからの生き方を探究する。

現地事務局
「株式会社うむさんラボ」
「自然とひと、人とひととがありのままの姿で、ともにあること
ができる社会」を目指し、社会をより豊かにする事業への経営
支援、事業開発などを行う。「豊かさを分かち合える、逞しくて
優しい経済循環」を生み出し、これからの社会の在り方を、沖
縄から世界へ、そして未来へと発信している。

��. 九州・沖縄県うるま市

基本情報
面積 86k㎡

人口 125,734人

特産品 もずく、照間ビーグ
名所 勝連城址、海中道路

産業 工業、農業、水産業、観光業

地域の特徴
特徴� 沖縄の昔ながらの
 暮らしが残る島しょ地域

特徴� 美ら海に育まれた
 琉球時代から続く文化の舞台

特徴� もずくの生産量、日本一

!"#$%&'()  フィールドワーク

想定される事業領域
インクルージョン、社会起業

参加者と全体事務局のみなさまと出逢えたことに、現地事務局一同、心より感謝・感謝です。島人たちの生き方あり
方と、沖縄の社会課題という両面に触れながら、「これからの豊かさ」をともに探究するという、やや挑戦的なテーマ
でしたが、私たち自身も改めて「豊かさとは？」を深堀りする機会となりました。150 日間もの長期間に渡る、みなさま
の学びと変容の場を一緒に体感させていただき、本当にありがとうございました！！ これから先、私たちは事務局で
はなく、みなさんと一緒にこれからの豊かさを育むパートナーです。報告会で発表されたアイデアを、ぜひひとつひ
とつ具現化していきましょう！ そして、また島のおじぃの歌三線で、一緒にカチャーシーを踊りましょうーーーっ！

環境講師テーマ講師

(一社)プロモーションうるま 理事
田中 啓介

株式会社マナティ 代表取締役
金城 由希乃

事務局代表
株式会社うむさんラボ代表取締役
株式会社レキサス代表取締役
比屋根 隆
沖縄の豊かさを体験して、「ありのま
までいい」「分かち合おう」の心溢れ
るあたたかい社会を創りましょう！

(一社)プロモーションうるま
理事

田中 啓介

メンター

株式会社うむさんラボ
取締役
山川 伸夫

TA（migakiba2期生）
小松崎 鉄雄

TA

$#*+,(#  レクチャー

オリエンテーションでは、「100年後のうるま市をつくる」
という理念のもとで活動されている、プロモーションうる
まの田中啓介さんに「0→1の物語が紡がれるうるまで探
究するこれからの豊かさとは」というテーマで、自らが手
掛ける創造的ワーケーションプログラムなどの事例をお
話いただきました。環境講師として迎えた株式会社マナ
ティ代表取締役の金城由紀乃さんには「沖縄から発信す
る新しい生き方。環境にも自分にも優しい未来への挑戦
」というテーマで、ご自身が環境問題に目を向けるきっか
けから実際にどう行動へと移していったのかについてお
話いただきました。

沖縄県内外から参加者が集った1泊2日のフィールドワー
ク。初日は拠点となるHAMACHŪに集合し、顔合わせから
スタートしました。午後はあごーりば食堂・アガリメージョ
ーにてそれぞれお話を伺った後、夕暮れ時には浜を訪れ、
夜は地元のこだわりの食や泡盛を囲み「豊かさ」について
語り合う時間となりました。2日目は朝から伊計島共同売
店の訪問し、昼はからふる田場にて子供たちと交流。「沖
縄の光と影」を現場から体感しました。最後にはチームご
とにフィールドワークでの気づきや学びを共有し、次回の
アクションにつなげるフィードバックにて終了しました。

-(#.#/+0+"'/  現地報告会のこと

うるまの現地報告会の会場は宮城島のあごーりば食堂。県外
からは前泊が必須な日程にもかかわらず、全メンバーが現地
会場に集い熱気に包まれました。うるまのテーマ「島人と探る
これからの豊かさ」を起点に、自分たちの価値観を見つめな
おし、フィールドワーク以外でも積極的にインタビューや現地
のプロジェクトに関わり、「豊かさ」の言語化に取り組んでい
た姿が印象的でした。会場には現地事務局をはじめ、ゲスト
コメンテーターの河野こずえさん、来賓にはうむさんラボの大
西克典さん、島しょ地域で実際に暮らしながら豊かさを探究
する田淵将也さん、他にもフィールドワークでお世話になった
共同売店の小林未歩さんやアガリメージョーの真栄里良人
さんが駆けつけてくださり、オンラインからはTAの小松崎さ
ん、そして、からふる田場の平林勇太さんが参加。各チームへ
のフィードバック、そしてトークセッションも参加者からの質問
を交えながらインタラクティブに行われました。沖縄らしい民
家の雰囲気が残る会場の軒先では朝からこども食堂が行わ
れており、報告会後はみんなで沖縄そばを囲み、三線の演奏
で歌い、カチャーシーを踊るという「これからの豊かさ」の体
感が詰まった1日となりました。
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migakibaの現役生や卒業生、各期の現地事務局代表
の方々が一堂に会するmigakibaサミットを開催。1期
生から3期生まで、会場とオンライン合わせ、120名以
上の方々が参加しました。migakiba終了後の活動を報
告するプレゼンテーションの後に、ゲストアドバイザー
として2期名寄エリア現地事務局代表の黒井理恵さん
と、NPO法人ETIC. 理事・事務局長の鈴木敦子さんを
迎えクロストークを展開。懇親会では世代や地域を越
えた交流を通して、新たな創発が期待される活気に満
ちた時間となりました。

&'(()* サミット

ゲ
ス
ト
＆
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ク

migakiba 卒業生の活動の一部をご紹介します。migakiba卒業生の活躍

○Doさんこ（2 期・大洗） 

○ピースクリエーターズ（２期・呉市大崎下島） 

○ツナガル（２期・名寄） 
○COPEN（２期・大洗） 

○AWAYOKUBA（２期・呉市大崎下島） 

○はらへりーず（２期・五城目） 

○SAC（１期・いわき） 
○週末読書倶楽部（1 期・いわき） 
○いろどりのやま（1 期・香芝） 
○まぜごはん（1 期・香芝）

▼登壇した参加チーム ▼登壇した現地事務局

NPO法人ETIC. 
事務局長
鈴木 敦子

Nスポーツコミッション
事務局次長
黒井 理恵

代
表
チ
ー
ム
報
告

チームDoさんこ (2 期生・大洗 )
【北海道千歳市で「チトセコ」として事業をスタート！】
環境問題をみんなが自分ごとと捉え、気がついたら楽しく学んでいるような
RPG( 冒険・探究 ) 型の環境学習プログラムが市民提案型協働事業に採択されました。

週末読書倶楽部 (1 期生・いわき)
【地域文化の共創メディア “ethnodiving” vol.2 刊行！】
地域文化に飛び込み、自らの手で発信する共創メディア ethnodiving( エスノダイビング )。
第二号の発行にあたり、クラウドファンディングで 288,000 円を調達しました。

SAC(1 期生・いわき)
【いわき古着のリサイクルプロトタイプを製作！】
産業廃棄物のリサイクルを行う会社のチーム SAC は、反毛技術によるリサイクルコットン構想
を実現すべく、第一弾として、実際にいわきで集められた古着から靴下を制作しました。

 AWAYOKUBA(2 期・呉市大崎下島 )
【地域住民が農を介してつながる「農床」の植え付けを実施！】
地域住民や学生、正興電機社員を巻き込み、まちにわプロジェクトの活動の一環として
福岡の花時計にて農床の植え付けを実施。今後は、貸し農床も2023 年春開始予定です。

はらへりーず (2 期・五城目 )
【一泊二日の「よはくたび」を秋田県五城目で実施！】
都市から離れて、心と身体を休めるためのツアーの第一弾を秋田県五条目で実施。そこで
得られた気づきをもとに、長野県岡谷市でも第二弾を開催しました。来年も実施を予定。

ピースクリエイターズ (2 期・呉市大崎下島 )
【「暮らしを守る保険」社内プロジェクトとしてスタート！】
従来の保険のあり方を変える被害自体を防ぐ保険を実装すべく、2022 年の 6月から社内で
新規事業立案チームを結成。大阪府泉大津市と連携し、構想実現への第一歩を踏み出しました。

COPEN(2 期・大洗 )
【死について考える、DEATH CAFE ツアーを実施！】
大洗にある海、お寺、古墳、キャンプ場などをめぐりながら、生と死の循環について考える
体験型ツアーを開催。自分の入りたい墓を考える「お墓ハッカソン」なども実施しました。

いろどりのやま(1 期・香芝 )
【Good Job! Center にてワークショップを実施！】
趣味をただ語るだけではなく、体験を共有しながら交流する場の第一弾としてワークショップ
を開催。ほかにも使用済みの切手を使った貼り絵アートワークショップ等も実施しました。

○いわき　宮本英実（1 期） 
○香芝　岡部太郎（1 期） 
○山口　菅沼聖（1 期） 
○五島　中村直史（1 期） 
○名寄　黒井理恵（2 期） 
○呉市大崎下島　三宅紘一郎（2 期） 
○大洲　井上陽祐・山鬼育子（2 期）
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!"#$#%&'&()% 全体発表会

全体発表会の模様

生まれてきたプロジェクト

migakibaで生まれた7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。

地　域 厚　真 石　巻 北軽井沢 南　砺 京　北 三　豊 う る ま

チーム名 YAAA!! 

プロジェクト名

概　要

ローカルシャウト # ニューノーマルシズオカ リトリート・カルチャー Local Board Game Crafter

# ニューノーマル TAKUS みらい

リデザインの旅

KIDS KFG

re:sanpo

hajime

さとたべ

内　容

＼厚真の大自然で
本能のままに叫べ／

まちとの関わりしろを提供する
同人誌コミュニティ

贈り合いから生まれる
アウェアネスの文化

地域資源の発掘・地域課題の
解決を図るボードゲーム

京北 1200 年の森で
「自分の物語」を描く旅

普段と違う視点でさんぽをして
風景を再発見するキット

日常食から伝統・文化を感じる
ふるさと料理体験

「叫ぶ」をテーマにした自分
解放プログラム。プロジェクト
の始まりを厚真という雄大な
資源が広がる場で、心も体も
解放されるプログラムを立案
しました。厚真だけではなく、
叫ぶ場所とローカルスポット
の組み合わせで全国展開も
検討しています。

石巻が持つレジリエンスと
は、多様な人がローカルアク
ションを起こし続けているこ
とだと感じ、自身も都内から
静岡への移住者である私た
ちは「地方移住を促し、多くの
人がローカルアクションを起
こすしくみ」に着目しました。
①まちと接し、②自身にでき
ることを知り、③アクションを
起こす３ステップの仮説を立
て、まずは2ステップ目「まち
との関わりしろ」づくりをはじ
めました。

リトリートはセルフアウェアネ
スとシステムアウェアネスを
もたらし、人と自然が生きる
力を回復していくプログラム
です。ガイドとコーチがお互
いのリソースを贈り合うこと
によってリトリートを共創し、
生きる力を失っている現代人
に届けます。この贈り合いの
輪を広げ、文化として育む事
業に取り組みます。

ボードゲームを通じて地域資
源の発掘・地域課題の解決を
図る事業です。ボードゲーム
の制作を通じて地域の特色
を整理・表現し、地域に来る
人・来たい人が、そのゲーム
を遊んだ結果から自分に合っ
た地域との接点を作れる、
『地域と人のマッチング』が軸
となるサービスです。本事業
の第1号作品である「Inami 
Life＆Work」を井波で提供し
たいと考えています。

1200年の物語のある里山・
京北で、内省と対話によって
「新しい物語」を描く新リトリ
ートです。林業で栄えてきた
京北で、人と森の循環を感じ
ながら、自らの再生の物語を
見つけていきます。仕事に追
われて自分を見失っている方
が「他人の物語」を手放し「自
分の物語」を生きる第一歩を
京北材の絵馬に刻む旅です。

地元のおばあちゃんがゲスト
ハウスの宿泊客へ、日常的に
食べている郷土料理を一緒
につくりふるまうサービス。地
域に根付く日々の営みを「食」
を通じて体感することで、そ
の土地への理解を深め、つな
がりを育みます。合わせて日
本各地にある郷土料理を再
解 釈 し 、実 装 す るラ ボ
「Vernacular Food Lab」を
立ち上げます。

普段見落としがちな何気ない
風景を、「さんぽ」をしながら
再発見することができるよう
になるアイテムを詰め込んだ
キットを作りました。手軽に楽
しめる「さんぽ」を通じて、誰
もが自分の住んでいる地域
や初めて訪れた地域の何気
ない風景を好きになって愛で
てもらえるようになることを目
指しています。

7地域を代表する各1チームが全体の場でプロジェクト
案を発表する、全体発表会が開催されました。会場で
ある常盤橋タワー MY Shokudo Hall & Kitchenと全
国からの参加者・視聴者をオンラインでつなぎ、300名
以上の方々にご参加いただき、活発に意見やコメント
が飛び交うセッションとなりました。ゲストコメンテータ
ーとして、バリューブックス取締役の鳥居希さん、
issue+design代表の筧裕介さんを迎え、各チームの
プレゼンテーションへの温かいフィードバックと今後に
つながる問いかけをいただきました。

トークセッション

全体発表会の最後はmigakibaディレクターの市
川がモデレーターとなり、ゲストの鳥居さん、筧さ
んによるトークセッションを展開。いまの時代に
求められる新しい豊かさとは何かを探りながら、
拡大ではなく循環させる仕組みを考える場となり
ました。鳥居さん、筧さんからも今後もチームのみ
なさんとご一緒できたらというコメントもいただ
き、migakiba150日間を締めくくる最終イベント
を終えました。

左から）ゲストアドバイザーのバリューブックス 取締役 鳥居希氏・issue+design 代表 
筧裕介氏。モデレーターとして市川文子。

!"!!
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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

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

全体ウェビナー(1)

現地フィールドワーク

全体ウェビナー(２)

migakibaサミット

地域別ウェビナー(１)

地域別ウェビナー(２)
地域別中間報告会

全体ウェビナー（３）

地域別ウェビナー（３）

全体ウェビナー（４）

地域別ウェビナー（４）

現地報告会

全体発表会

8月22日（月）

10月15日（土）
-16日（日）

11月14日（月）

11月28日（月）

12月19日（月）

1月23日（月）

2月11日（土）
（A）

8月22日（月）

10月22日（土）
-23日（日）

11月10日（木）

11月2４日（木）

12月15日（木）

1月19日（木）

2月4日（土）
（A）

8月22日（月）

11月15日（火）

11月29日（火）

12月20日（火）

1月24日（火）

2月5日（日）
（A）

11月11日（金）

11月25日（金）

12月16日（金）

1月20日（金）

2月4日（土）
（B）

8月19日（金）

10月9日（日）-10日（月・祝）10月15日（土）-16日（日）

8月23日（火）

10月9日（日）
-10日（月・祝）

11月15日（火）

11月29日（火）

12月20日（火）

1月24日（火）

2月11日（土）
（B）

8月23日（火）

11月10日（木）

11月24日（木）

12月15日（木）

1月19日（木）

2月5日（日）
（B）

8月17日（水）

9月2日（金）18:00迄

9月5日（月）頃より順次

＜視点を磨く編＞

9月16日（金）

9月28日（水）

10月26日（水）

１１月５日（土）

１１月１４日（月）

11月28日（月）

＜事業を磨く編＞

12月7日（水）

12月１９日（月）

２０２３年１月１１日（水）

1月23日（月）

2月11日（土）
（B）

2月18日（土）

18:30-21:00

18:30-20:00

18:30-21:30

19:00-21:30

19:00-21:30

13:30-16:00＋懇親会

19:00-21:30

19:00-21:30

19:00-21:30

19:00-21:30

19:00-21:30

19:00-21:30

(A)10:00-13:00
(B)14:00-17:00

13:30-16:30

,.*. 参加者データ

/#)$% 参加者の声

$"%,)*　クレジット

年 代

加者条件を「おおむね35歳以下の社会人」としたため、
20代・30代で9割を占める。

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「デザイン・コンサル
ティング等専門サービス」「情報通信
業」が多かった。全体として幅広い職種
からの参加が見られた。

（注）業種分類は総務省「日本標準産業分類（平成
25年10月改定）」を参考に作成業種不明の企業や
フリーランスや学生などは除く。その他には環境活
動、業種不明・多業種のフリーランス、学生などが含
まれる。

フィールドワークで出会う人、見える景
色、食べるもの、学ぶ歴史をインプットし
ながら、事業アイデアをつくることができ
ました。事業づくりにおいては、これまで
自分でできることは全部自分でやろうと
していましたが、自分の軸はぶらさず、そ
れ以外は思い切って人に任せることで、
思いもよらないものが生まれることを体
感できました。

普段は課題ありきで解決策を考えること
が多く、自分の問いとパッションに向き合
って事業アイデアを考えるというプロセス
はすごく新鮮でした。また別の会社で働く
メンバーでチームを組んだので、アイデア
を磨く中でこれまでの固定概念から解放
される場面が多かったです。今回の気づ
きや視点を、仕事や自身の地域活動でも
大切にしていきたいと思いました。

参加者の居住地は関東地方が最も多く半数
弱となっている。次いで、近畿、中国、九州の
順に多くなっている。また、二拠点生活が3人、
海外からの参加が1名いた。

 年代 人数

 10代 1

 20代 76

 30代 47

 40代 11

 50代 2

 60代 2

 計(人) 139

居住地

地域

北海道

東北

関東

中部

近畿

中国

四国

九州
その他

（海外・二拠点）

計(人)

人数

8

3

65

6

28

13

2

10

4

139

東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 その他
（海外・二拠点）

北海道・勇払郡
厚真町

チームYAAA!!
川島 飛鳥

富山県・南砺市井波
チームみらい
藤井 健史

北海道
勇払郡厚真町

京都府
京都市京北

香川県
三豊市

沖縄県
うるま市

富山県
南砺市井波

宮城県
石巻市

群馬県
長野原町
北軽井沢

20代
54.7％

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

電気・ガス・熱供給・水道

卸売業・小売業

運輸業・通信業

教育・学習支援

建設業

農業・林業

その他

0 10 20 （人）30

24

20

19

10

8

7

6

6

3

2

2

2

30

65

8 6

28

13
10

2 43

30代
33.8％

40代
7.9％

50代
1.4％

60代
1.4％

10代
0.7％

北海道

#$#%




