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地元民とヨソ者で創る、
地域の未来のはじまり
地域はたくさんの課題を抱えている。高齢化や次代の担い手不足、そして産業の衰退。
しかし地域にはたくさんの資源も残っている。豊かな自然、志高いキーマンたち、
それに都会ではめったに見ることのできないような人と人との強い繋がり。
こうした地域の資源に憧れと可能性を見出したヨソ者たちと、地域で生きる人びとが集まって、
お互いの話しを聞き、議論し、知恵をしぼって、地域の未来の姿を創る場。
それが地域イノベーター養成アカデミーです。

京都・京丹後

受入先：アミタ持続可能経済研究所／東田一馬氏
丹後松島の魅力を全国に発信し、地元海産物を使った海沿
いレストランを再生させ、地域を元気にする！
★ 2010 年度のアカデミー参加者が京丹後で活動中。

鳥取・智頭

山口・周防大島
受入先：島スタイル／大野圭司氏

公共と民間が相互補完した世界最強の島になるための
最後の切札 “PFI”を町長へ提案！

長崎・小値賀

受入先：おぢかアイランドツーリズム／高砂樹史氏
まるで昭和 40 年代？！『心に残る島』を未来に遺すプロ
ジェクトに島の助っ人大募集！

鹿児島・南さつま

受入先：NPO法人エコ・リンク・アソシエーション

宮崎・青島

受入先：宮崎ライフセービングクラブ／藤田和人氏
素晴らしい日本を次世代につなげよう！！
自分の思いを形にしてきたカリスマ先輩との出会い
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受入先：智頭町企画課

秋田・八郎潟

2010 年度 参加地域
2011年度 参加地域

受入先：NPO 法人はちろうプロジェクト

静岡・熱海

受入先：NPO Atamista

北海道・積丹

受入先：ほっかいどう海の学校／大塚英治氏
海の環境保全を通した漁村コミュニティの再生と水産観
光の創造。

愛知・蒲郡

受入先：NPO 法人 楽笑

千葉・銚子
受入先：銚子市役所／小足雄高氏
地域社会の課題を、今ある資源を活かして、つないで、
解決する。震災から銚子の元気を取り戻すためのファン
づくり事業を提案。

千葉・九十九里
受入先：NPO法人 TINA

千葉・鋸南

受入先：株式会社 R.project

愛媛・大三島
受入先：キズナプロダクト／黒川敦彦氏

瀬戸内海の中心、海×みかん×神の島で、
「また来たいと
思える」グリーンツーリズムプログラム作り。

神奈川・横須賀
受入先：横須賀市役所／奥村浩氏
横須賀にしかできない観光イメージ創造＆地元に連携と
競争のあるエンタテイメントの仕組み開発。コンセプトは
「Deep 横須賀」
！

高知・宇佐

神奈川・三浦

土佐の伝統ある漁業の町の海産ベンチャー企業と共に地

６次経済の構築をマインドとした新たな地域活性化事業

域変革の体験型交流プログラムを立案！！

の展開、地域コンテンツを最大限に活かした地域活性化

受入先：ばうむ合同会社／井上将太氏

受入先：NPO法人みうら映画舎・三浦市役所／若澤美義氏

への提案。

高知・四万十

受入先：株式会社四万十ドラマ
★参加メンバーのうち3 人で四万十のためのLLPを設立。
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データで見る、
地域イノベーター養成アカデミー
参加者属性（男女）
男

女

2010 年

31

2011 年

29

00

参加者属性（年齢）

10

20 代
2010 年

12

30

21

2011 年

12

20

30 代

40

50

40 代
17

27

00

10

5

13

20

30

1

40

50

職業
大学生
2010 年

会社員

5

起業家・フリーランス

31

参加者は 20 −30 代が中心。地域での就職を
考えている学生と起業家の卵の参加が 2−3

7

割程度。それ以外はすでに社会人として働き
ながら参加している人が多い。様々なスキル

2011 年

00

4

34

10

20

を持つ参加者がチームを組んで、地域課題に

3

30

40

取り組んでいく。
50

対象となる人
・3 年以内には地元に帰って、地域に貢献でき
る活動をしたいと決めているが、どのタイミン
グで地元に戻ろうか決めかねているという方。
・地域で仕事をする際の、具体的なスキルや仕

地域イノベーター
養成アカデミー

事像をつかみたい方。
・現在の仕事を続けながら、自分のキャリアを
「集中的に」考えたい方。
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今の仕事を続けながら、

地域の仕事づくりを学べるプログラム

エントリーした時、
自身のキャリアについて
どう考えていましたか？

特に考えてない

地域への転職の目処
が立っていた

東京にいながら地
域と関わる手法が
見つかる

9

21

本プログラムに参加する事で、
自身のキャリアイメージがどのように
変化する事を期待していましたか？

24

28

54

32

地域への転職の可能
性を模索していた
*2010、2011 年度の参加者の合計

地域での転職、地
域活性に向けた手
法、行動目標が明
確になる

転職やその他の関
わり方の方向性が
明確になる

*2010、2011 年度の参加者の合計

その後アクション

とくに動いていない

活動をはじめた、
継続している

15
37
32

参加者は全員が地域に関心がある。しかし地
域での就職や移住など、次のステップについ
ては模索している人がほとんど。プログラム
終了後は継続的に地域との関わりが続く人が
多い。地域との適度な距離感をもった“ライト”
な関わりが、アカデミーの特徴。

勉強会などに
参加しはじめた

*2010、2011 年度の参加者の合計

「ソーシャルベンチャー・スタートアップマーケット」の活用

これから事業を始めようという個人を応援するプログラム「ソーシャルベン
チャー・スタートアップマーケット」
。事業パートナーやメンター、一緒に挑
戦する仲間、最初の顧客との出会いなど、様々な経営資源を獲得するチャ

都会で地域の商材を販売する、
都会在住の地域応援サポーターを
組織化する等

ンスがあります。
(http://www.etic.or.jp/sv_startup/)

「地域イノベータープログラム」への参画

地域で先駆的な挑戦をしている組織に、中心的な役割を担

行政のプログラムなどを活用し、地域に
移住しより中長期のプログラムに挑む

今回のフィールドワーク先で出会った
地域の企業や組織に合流する

うべく参画し、新規事業の立ち上げや事業課題の解決に約 1
年間のフルコミットで取り組むプログラムです。
（http://www.etic.or.jp/community_innovators/）

都会にいながら、
地域へ関わる方法を見つける
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長崎・小値賀
おぢかアイランドツーリズム／高砂樹史氏
まるで昭和 40年代？！
「心に残る島」を未来に遺すプロジェクトに島の助っ人大募集！

受入地域＆コーディネータ紹介
小値賀町は、五島列島の南に位置し、博多港から５時間弱、佐世保港から90 分の距離にある、人口約 3000 人の島。
離島ならではの豊かな自然を背景に、漁業を中心とした第一次産業、そして観光を主な産業としている。抱えているの
は人口減少と高齢化、それに伴う産業の衰退という課題。全国共通のこの難題にどう取り組むか。
コーディネータを担当したのは、小値賀のグリーンツーリズムを事業とするおぢかアイランドツーリズムの高砂氏。7 年
前にIターンして島に移住した高砂氏は、
「外からの視点で小値賀の物産品をアップグレードする」という課題を参加メ
ンバーに提示した。

受入先タイムライン
4 月 受入公募開始

5月中 フィールドワーク先の設定

課題に取り組んでもらうために必要な

7月 オープニングゼミ

地域リソース（商品、企業、団体、観

参加希望者にプレゼンし、質疑や

光スポットなど）を設定。

交流会などを通して関係をつくる。

２年目の参加のため、事務局
から打診があった。地元関
係者と相談の上、NPOを主
体としてエントリーを伝える。

5 月 課題設定

参加者に取り組んでもらう課
題を、地域の現状や抱えてい
る問題などを元に、事務局
ETIC.と相談しながら設定。
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6月 オープニングゼミの準備

参加者に向けてのプレゼンの場である
オープニングゼミの準備。

8月上旬 参加者の選考

小値賀への参加希望者の提出し
た書類を確認。課題との適性な
どを考慮しながら選考・決定。

コーディネータの声（高砂氏）
・ ２年目の参加。手探りだった1年目の経験も踏まえて2年目は適切な課題を設定できた。
想像以上の高い視点からの提案を得ることができた。

・ 外からの人材が島に入り、中の人と交流することの効果を強く実感した。特に地元の
若者が、アカデミー参加者との関わりの中で、
「10 年後の小値賀のこと」などを語りは

じめたことは大きな成果。

・ 本プログラムは、移住でも観光でもない、しかし真剣な若者が“ライト”に関わってく
ることの意味が大きい。受け入れ側も固くならず（絶対に移住してもらおう！といった

ような）、参加者も重くならずに新しい視点を導入できたことが大きい。

参 加 メンバ ー の 動きと小 値 賀 へ の 提 案
●

参加メンバーは、公務員、IT 企業、町おこし企業に起業準備中の人材など多彩なバック

グラウンドで構成された“小値賀組 ”。最初の訪問であるフィールドワークで、離島である小
値賀のもてなしの文化、そして住民の間の強い繋がりに魅了される。
●

小値賀住民へのリサーチと交流によって見出したのは、
「小値賀住民が島の将来ビジョンを

描けていないのではないか」という課題。これを踏まえて議論を重ね、最終的に提案したのは、
「小値賀みらいづくり会議」という企画であった。島の人たち自身が、島の未来を描くための
ワークショップなど、対話の場を運営し、その結果を積極的に発信をしていくための仕組みで
ある。この提案を、2012 年 3月に、メンバーが直接、小値賀の住民に提案。
●

この仕組みが機能するかどうかはこれからの取り組み次第。しかしいい影響が生まれてきて

いる。事務局であるETIC.が実施しているより突っ込んだ地域活性プログラムである「地域イ
ノベータプログラム」に参加している小値賀出身の女性と、アカデミー参加者の繋がりでき、
次の展開が生まれつつある。

参加者の声
「地域で生き生きと暮らしている人たちとその繋がりがいいなと
思った。」
「現地の人からは、きれいなプランを求められているのではなく、
実際に根付くものなのかどうかを問われた。いい緊張感があり、
いい意味で疲れた。」
「コミュニティにどのように関わり、コミュニティを創造していく
のかを考える作業だったと感じており、将来のいつか、日本人
として一人ひとりが考えるべきテーマとなり得ると感じた。」

10月 講義＆ワークショップ１・２

参加者がフィールドワーク１の結果をも

とに提案にまとめていく作業。受け入れ
先は参加せず、適宜情報提供と応援。

9月 フィールドワーク１

地域に来た参加者に、地域を余す

ところなく案内し、課題を共有する。

11月 講義＆ワークショップ 3

参加者が行う最終提案に向けての作
業の応援・サポート

11月 フィールドワーク2

ワークショップでまとめた内容を、地域の人に提

案し、率直な意見を聞く。また追加でヒアリング・

リサーチを行う。

12月 最終報告会
参加者の提案を聞き、フィードバ
ックを返す。打ち上げでの交流や
次年度以降の関係性づくり。
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神奈川・三浦
NPO 法人みうら映画舎・三浦市役所／若澤美義氏
6次経済の構築をマインドとした新たな地域活性化事業の展開、
地域コンテンツを最大限に活かした地域活性化への提案。

受入地域＆コーディネータ紹介
農業と漁業と観光業を基幹産業とする三浦半島の最南端に位置する三浦市。首都圏近郊ではあるが、人口の減少に
みまわれ、地域の新しい道筋を模索している。
コーディネータを担当したのは、三浦市役所職員であり、また首都圏有数のロケ地である三浦市内での映像製作支
援に取り組むNPO 法人みうら映画舎を起ち上げた若澤氏。参加メンバーに出した課題は、
「６次産業の構築のために、
地域コンテンツを活かした地域活性化事業の提案」。

参加者タイムライン

個別説明会

９月 フィールドワーク１

各地域の特徴などをETIC. 担当
者から詳しく聞く（自由参加）
。

７月末

参加する地域を
決めて参加申し

７月 オープニングゼミ

各地域のコーディネータの地
域紹介と課題を聞き、交流。
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込み。

９月頭 オリエンテーション

ETIC.で行うアカデミー概要説明と参加

メンバーとの顔合わせ。MLの立ち上げ
など、プロジェクトがスタートする。

８月お盆明け

参加決定の連絡。

最初の地域訪問。コーディネータの案内でリ

サーチやヒアリングを行う。参加メンバー、コ
ーディネータ、地域の人たちとの交流（飲み
会含む）により、想いや問題意識を共有する。

コーディネータの声（若澤氏）
・ 行政が新しい事業に取り組むと、それに “ 依存 ” されることも多いが、ヨソ者であり、
熱意がある若い参加者が三浦に入ることで、地元にも受け入れられやすく、しがらみか
ら離れた新しい視点での取り組みが生まれた。

・ 若い人達と一緒に地域を廻り、たくさんのことに気付かされた。町に居たお爺さんに、
若い人達が昔の町のことを尋ねると、素晴らしい話がかえってくる。あるいは一緒に町
を歩いていると、なんでもない路地や坂道、家のつくりが面白いという。こうした視点
を取り入れて、事業に結びつけていくことができる。

参 加 メンバ ー の 動きと三 浦 へ の 提 案
●

三浦は古くからの漁港の町ということもあり、都心から２時間以内とは思えないおもむきが

残っている。三浦人にとっては普通の風景でも、若いメンバーにとっては新鮮な驚きの連続。
ヨソ者視点からたくさんの資源を発掘した。
●

コーディネータの若澤氏は、「教えるというよりは一緒にやる」という態度で、メンバーと

一緒に町を見、人と話し、夜は食を囲み、参加メンバーたちに強い印象を与えていく。「行
政のイメージを気持ちよく裏切り、いつの間にか「三浦」ファンになってました！」（メンバー
の若澤氏の印象）。若澤氏のリードもあり、２回のフィールドワーク期間以外にも、メンバー
たちは機会を作って訪問しリサーチを重ねた。
●

いくつものアイディアの中から、最終的に提案したのが『三浦半島×ロードバイク』の企画であった。三浦に自転車（ロードバイク）

でツーリングを楽しむ若者が増えていることや、ロードバイク用の駐輪施設をもったカフェな
どがあること。さらにロードバイクは、豊かな自然環境を味わい、走った後に食を楽しむこと
もできる、という三浦にとって絶好のアクティビティであること。若年層を中心にブームにもな
っていることもあり、この企画に絞った。ロードバイク客の受入体制の強化施策と Web での
情報発信の２つを三浦に提案した。
●

偶然この企画と近いプロジェクトを考えていた三浦の人たちがいたことから、企画はさらに

実現に進み、春には企画がローンチ。

参加者の声
「普段の仕事と両立するのはハードだったが、地域での仕事をつくるためのヒント、必要なこと、自分にできること、できないこと
がわかり、ファーストステップとしてよかった。」
「人のため、地域のため、という考えで地域と関わるのではなく、本気で地域に取り組む上で、「自分にとって」どうなのかを大
切にすることが大事だとわかった。」
「より深く現場を見ることができた。動き出します！」

11月 フィールドワーク２

より突っ込んだリサーチを行う。また、ワークショップを通して見えてきた
チームの考えや提案を地域の人たちに伝え、コメントをもらう。チームによ
っては規定のフィールドワーク以外に、自主的な訪問やリサーチを行う。

12 月 最終報告会

10月 講義＆ワークショップ１・２

半年の成果をすべてのコーデ

フィールドワークから持ち帰った課題の整
理。ワークショップを通して、アドバイザ
ーから、地域課題への取り組み方、アプ
ローチの注意点などを徹底的に教わる。

ィネータ、参加者、アドバイ

11月 講義＆ワークショップ３

最終報告会に向けて提案内容をまとめていく。

ザーの前で発表する。チーム
によっては、地域でも報告会
を行う。
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愛媛・大三島
キズナプロダクト／黒川敦彦氏
瀬戸内海の中心、海×みかん×神の島で、
「また来たいと思える」グリーンツーリズムプログラム作り。

受入地域＆コーディネータ紹介
瀬戸内海で4 番目に大きい大三島。温暖な気候を利用した
柑橘類を中心とした農業が町の基幹産業だが、少子高齢化、
過疎化に伴う担い手不足という全国共通の課題を抱えてい
る。
コーディネータの黒川氏は、大学発ベンチャー、医療・ハイ
テクベンチャーの支援やインキュベーション事業に従事して
いたが、2008 年の金融危機を境に故郷の大三島に戻り第一
次産業のインキュベーションに取り組む。

取 り組 みと成 果
コーディネータ黒川氏は、これからの担い手となる移住者た
ちは、一から新規事業に取り組むのではなく、農業を生業と
して生活のベースを固め、そこから徐々に事業をつくっていく
べきであるという考え。そんな黒川氏の出した課題は、
『瀬戸
内海の中心、海×みかん×神の島で、
「また来たいと思える」
グリーンツーリズムプログラム作り』。
参加メンバーたちは、
『就農体験＋移住促進プログラム（事
業）
』を提案。日本の地方が抱える問題を解決するモデルケ
ースの１つとなるような未来的な構想になった。

参加者の声
・
「地元を見る目が変わった。参加してよかった。本当に感謝！」
（大三島出身の参加者）
・
「地方で生きることを考え出してはいたものの、具体的なイ
メージを持ちづらく感じていたので、とてもタイムリーだった」
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宮崎・青島
宮崎ライフセービングクラブ／藤田和人氏
素晴らしい日本を次世代につなげよう！
！
自分の思いを形にしてきたカリスマ先輩との出会い。

受入地域＆コーディネータ紹介
宮崎県南東部、宮崎市の南端にある観光の町、青島。戦
後の新婚旅行ブームで町が活気づいた時代があったが、現
在は高齢化・人口の減少・若い担い手の不足という課題に直
面している。
コーディネータの藤田氏は、ライフセーバーとして長年宮崎
の海に関わり、2010 年には日本初の海辺の総合活動拠点で
ある「海の交番」設立に関わる。

取 り組 みと成 果
「地域のことで、自分でも知らなかったこと、聞けなかったこ
とを、若い参加者たちが地域の人たちから聞き出して、壁を
どんどん壊していってくれた」と語るコーディネータ藤田氏。
参加メンバーがフィールドワークを経て見出した地域の課題
は、
「地域の人たちの想いや考えを共有する場が無い」こと。
ならばその場を作ろう、と二回目の訪問時には早速地元の人
たちを交えたワークショップ、
『みんなで「青島」をかたらん
ね？』会を開催した。「地元の人たちも表現する場を求めて
いたことが分かった。そしてこの動きをきっかけに、青島で新
しく仕事を作っていくための場創りができた」（藤田氏）。プ
ログラム終了後も、宮崎と東京を結ぶイベントを開催するな
ど、持続的な繋がりができている。

参加者の声
地元でありながら、
「青島」をほとんど知らなかった事を実感。
青島の中で起きている様々な現象の中から、向き合うべき課
題を見出し、どうアプローチしていくのかを考えていく過程は、
苦しい作業ではあったが、貴重な経験であった。（地元出身
の参加者）
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北海道・積丹

ほっかいどう海の学校／大塚英治氏

海の環境保全を通した漁村コミュニティの再生と水産観光の創造。

積丹町は北海道積丹半島の先端に位置する人口約 2500 人の町。漁業と観光業を主要産業としつつも、少子高齢化に伴う人材不足と漁業の縮小が
課題。受入をコーディネートしたのは、北海道内各地で、海の環境保全活動や体験活動を行っているほっかいどう海の学校の事務局長大塚氏。
参加メンバーたちは、フィールドワークとリサーチを行い、素晴らしい資源である積丹の海、“ シャコタンブルー ” を軸に、外向けの PR プラン、
内向きには地域住民と行うワークショップを通した価値の共有の場創りを提案。

千葉・銚子

銚子市役所／小足雄高氏

地域社会の課題を、今ある資源を活かして、つないで、解決する。
震災から銚子の元気を取り戻すためのファンづくり事業を提案。

銚子市は東京から約 100 キロ、関東平野の東端にある人口 7 万人の町。水産業等の第一次産業と観光、製造業が主な産業である。コーディネータ
として受入を担当したのは銚子市政策企画部の行政マン小足氏。
参加者たちは町を巡り、地域で話を聞いた。彼らの発見は、ヨソ者から見るとたいへん魅力的な古きよき慣習・習慣と資源が銚子にはあること。
そして銚子の人はそれに気づいていない事であった。最終的な提案は、1：地元の魅力にあらためて気づいてもらうこと、2：その魅力を形にする
こと、3：形にしたものから仕事を創ること、であった。

神奈川・横須賀

横須賀市役所／奥村浩氏

横須賀にしかできない観光イメージ創造＆地元に連携と競争のあるエンタテイメン

トの仕組み開発。コンセプトは「Deep 横須賀」！

米軍と自衛隊の基地が有名な横須賀だが、漁業や農業などの一次産業、豊かな自然環境、そして幕末期の歴史遺産などの文化資源も豊富。横須
賀市役所のコーディネータ奥村氏から出されたのは、
「横須賀市への集客を増やす／コミュニケーション手段を確立する」というお題。
参加者たちは、これらの資源をまとめるコンセプトとして、
「教育都市」横須賀、を設定。” 近郊週末留学＠教育都市横須賀 ”、という提案を行った。
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京都・京丹後

アミタ持続可能経済研究所／東田一馬氏

丹後松島の魅力を全国に発信し、地元海産物を使った海沿いレストランを再生させ、
地域を元気にする！

幸ゆたかな海、山、温泉など、ジオパークにも指定された雄大な自然を有する京都府京丹後。コーディネータは大企業でマーケティング、マネ
ジメントキャリアを積んだ後、総世帯 120 戸の村に移住し、現在は地域活性化マネージャーとして活躍中の東田氏。彼が設定した地域の課題は、
地元の主婦たちが起ち上げた、地元海産物を使ったレストランの活性化。参加者に課されたお題。地域の人たちを巻き込むために、１：レストラ
ンを中心に「京丹後の新名所をつくる」プロジェクト、２：レストランでの一周年記念イベントを提案。

山口・周防大島

島スタイル／大野圭司氏

公共と民間が相互補完した世界最強の島になるための
最後の切札 “PFI”を町長へ提案！

本土と四国と橋で繋がっている周防大島は、瀬戸内海に浮かぶ自然豊かな地。第一次産業を基幹産業とし、起業マインドのある人材も多い。し
かし若年層の減少と高齢化という日本の地域に共通する課題を抱えている。
島出身のコーディネータ大野氏は、東京で働いた後 U ターン。彼の設定した課題は、
『公共と民間が相互補完した世界最強の島になるための最後
の切り札 “ ＰＦＩ ” を町長へ提言！』。参加者たちは、居住者確保のために、
「遊ぼう、外で !!」という子どもにやさしい教育環境を提案。さらに観
光のキーコンセプトとして「空に一番近い島」を提案した。

高知・宇佐

ばうむ合同会社／井上将太氏

土佐の伝統ある漁業の町の海産ベンチャー企業と共に
地域変革の体験型交流プログラムを立案！！

高知市から車で 50 分、海沿いの町、高知県土佐市宇佐。漁業が盛んで、この 20 年人口は減っていないというバランスのとれた町でもある。コー
ディネータの井上氏は、高知の地域活性と人材育成に取り組む若き人材。
アカデミー参加者に投げられた課題は、宇佐の名産であるうるめいわしの情報発信と、地域の観光事業の評価。参加者は、2 回のフィールドワー
クを通して、地元の水産業者や宇佐青年部の皆さん、自治体職員などと徹底的なコミュニケーションを行い（勿論夜は宴会に）最終的に、広報
面での詳細で具体的な提案を行った。
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受入先の声

若者が地域に入り、新しい地域が開く
やる気のある若いヨソ者が地域に入り、地元の人から話を聞き、また自分の意見や視点を地元の人を相手に語ることで、
新しいコミュニケーションの場、想いが醸成する場が生まれます。
「地元に住んでいる人が聞いたことが無い話を、若者は聞くことができる。また外部の若者がいることで、地元の人たち同
士も普段は話し合えないこと、言えないことを語れる場ができた。地元住民も表現する場を求めている」（青島・藤田氏）
「地元在住の若者たちにも、外部から同世代が来ることで、いい刺激になる。首都圏のセンスを地元に持ちこむ効果。」
（積丹・大塚氏）

仕事づくりのはじまり
地域の仕事づくりは、一朝一夕にできるものではありません。アカデミー参加者が持ちこむ刺激・非日常性が触媒になり、
地域で新しいことをはじめるための場が創出します。
「即効性のある成果が出るわけではない。地域で仕事づくりをするための下地ができ、種をそこに蒔くようなイメージ。」
（京丹後・東田氏）

「地域の仕事づくりは、いろいろな人、組織、仕掛け、想いが集まった大きな流れを創ること。すぐにできることではない。
アカデミーはその大きな流れの一翼を担ってくれた。幹を太くしてくれた」（積丹・大塚氏）

参加者の声

参加した受け入れ地域とこれからも
参加者と地域が取り結んだ縁は、このプログラムが終わっても続いています。FacebookやTwitterを通したコミュニ
ケーション、自主的に訪問する人、東京での活動を手伝う人、そして移住する人。
「参加した地域をこれから「第二のふるさと」として、暇を作っては訪れたいと思っています。」
「自分が見て回った地域のことがニュースに出ると気になる」

新しい人とのつながり
アカデミーを通して、これまで会ったことの無い地域の人たちとの新しいつながりができるでしょう。そして参加メンバ
ーとのまるで合宿のような濃密な時間を過ごすことで、同世代との繋がりも生まれます。
「仕事はさまざまだが、共通して地域への関心を持っている人が集まる場。それぞれ皆本気で取り組みに来てい
るので、遠慮無しに議論もでき、緊張感もあり、いい仲間ができた。」
「地域に根付こうとしているIターンの方の話を聞けてよかった。」

新しいキャリアのステップに
地域への UIターンを考えている人にとっては、移住よりも気軽で、観光よりもディープに地域のことを体験し、また繋
がりを得ることができ、一番の悩みである「地域の仕事」をリアルに捉えることができます。
「地域資源の見つけ方を実践を通して具体的に考え、経験することができました。」
「30 才を機に転職を考え、ヒントを探すために参加しましたが、この方向で生きていく気持ちが固まりました。」
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アドバイザーからのメッセージ
木村乃（ビズデザイン株式会社

代表取締役）

フィールドワークを体験することによって、地域づくりには多様な役割があるというこ
とを実感できます。自分自身が果たしうる役割とは何か。リーダーとして活動を牽引
する役割だけが自分に合ったものであるとは限りません。活動の全体像を掴み、た
くさんの方々と多くを語り合うことで、それを見極めることができるでしょう。そこか
ら地域の“ 本当の” 課題も見えてきます。コーディネーターの皆さんの圧倒的迫力に
臆することなく、夢よりも悩みを、情熱よりも素朴な思いを大いに吸収してください。
そして、あなた自身の夢と情熱を育てる糧としてください。きっと、自分なりのイノベ
ーティブな地域ビジネスを構想することができるようになります。

船木成記（尼崎市役所顧問・高知大学客員教授）
今、地域と都会を結ぶキーワードは何だと思いますか？観光でもマーケティン
グでも、商品開発やブランド化でもないんです。大切なキーワードは
「人」です。
「あの人にまた、会いに行きたい」それが、スタートであり、ゴールだと思いま
す。このアカデミーの宝物は、新しい友人の発見につきます。同じ釜の飯を食
うことになる友人たちと出会い、いつしか激論をかわし、地域の人たちの思い
を実現しようとそれぞれが努力する密度の濃い日々。偶然集まったメンバーが、
実は一生モノの必然に。そして、地域で、皆さんを待っている未来の友人たち
との出会いももちろん。地域が変わると日本が変わる。そのエンジンは、愛と
友情だと思っています。

講師からのメッセージ
広石拓司（株式会社エンパブリック

代表取締役）

地域イノベータ—養成アカデミーの特徴は、イノベータ—の視点で地域の現場に訪
れ、そこで対話し、考え、提案することにある。
都市に暮らしていると、地方のことを概念的に考えてしまいがち。また、地方出身者
も
「地元には何もない」と思ってしまっている。しかし、現場に
「自分が変化を起こす
ために、いいところを見つけよう」と入ると、知らなかった可能性とリアルな困難さの
両方に出会ってしまう。
可能性を形にするアイデアと、困難さを乗り越えるアイデア。どちらも一人では思い
つかないし、実現できない。自分で見て、考え、諦めずにチームの人、地域の人た
ちと対話を繰り返す。それが地域イノベータ—の必要条件。その第一歩を共に踏み
出しましょう！
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2012 年度スケジュール
2012 年 4 月

受入地域募集開始

5月

募集開始

5 月 26 − 27日

地域コーディネーター研修＠東京

7 月14 日

オープニングゼミ＠東京

9 月1日

オリエンテーション（参加者のみ）

9 月15 −17日

9 月22 − 24日

フィールドワーク１（どちらか 1 日程）

10 月13 日

講義＆ワークショップ１（参加者のみ）

10 月27日

講義＆ワークショップ２（参加者のみ）

11 月 2 − 4日 11月 9 −11日

フィールドワーク２（どちらか 1 日程）

11 月17日

講義＆ワークショップ３（参加者のみ）

12 月 8 日

最終報告会＠東京

＊予定が変更になる場合がございます。最新情報は WEB にてご確認ください。

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

連絡先／お問い合わせ
特定非営利活動法人 ETIC.（エティック）
担当：瀬沼・長谷川
〒150 - 0041 東京都渋谷区神南1- 5 - 7 APPLE OHMI ビル 4 階
TEL ： 03 - 5784 - 2115 ／ FAX ： 03 - 5784 - 2116
E-Mail ： academy@etic.or.jp
Web : http://academy.etic.or.jp
※本プログラムは、競艇の交付金による日本財団の助成金を受けて実施しております。

