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1. はじめに 調査概要 

1－1．業務の目的 

農山漁村は、都市部に先駆けて人口減少や高齢化が進行しており、集落機能維持のために
農山漁村の活性化は喫緊の課題となっている。 

農山漁村の活性化には、農林漁業の担い手だけではなく、農山漁村に住む人々の雇用と所
得が生み出される環境が基本となり、生活サービスの維持や農山漁村が持つポテンシャルの
発揮に繋げる好循環を生み出すことが重要である。このため、地域の内と外にある人材や資
源、農林漁業とそれ以外の産業の活力を積極的に連携させることが一層求められる。 

しかしながら、課題が山積していて解決方法を模索している農山漁村地域と、技術やアイ
デアを持ち実証フィールドを探す企業や団体、志を持つ若者等がうまく出会えないという現
状がある。 

このため、本事業では様々な課題を抱える地域と技術のある企業や志を持つ若者等をマッ
チングさせ、課題解決のために地域資源を活用し、地域の新たな価値を創造するためのアイ
デアを議論する場を提供するとともに、アイデアを活用した方策等の創造から実証までを検
証することで、地域課題を解決するための新たな支援策を明確にすることとする。 

1－2．業務の概要 

【アイデアソンの趣旨】 

本業務では、「農山漁村アイデアソン 農村インポッシブル」としてアイデアソンを実施し
た。今回のアイデアソンは、特定の農山漁村地域について、まずは突出したアイデア出しか
ら始め、そこで出たアイデアを地域課題と結び付け、解決策を探る手法（価値創造型アプロ
ーチ）により実施した。 

なお、アイデアソンとは、様々な分野の人々が集まりディスカッションを通じて、チーム
ごとにアイデアを出し合い、１～３日間程度の短期間での共同作業によりアイデアをブラッ
シュアップし、新しいアイデアを生み出すために行うイベントである。（Idea＋Marathon の
造語） 

 

【アイデアソンの実施方法】 

今回のアイデアソンは、以下の 1日完結型、１泊２日型、２泊３日型の 3パターンで各１
回（計３回）実施し、各々のパターンにおけるメリットやデメリットの比較検討を含めて企
画・実施した。 

議論にかける時間や、提案内容の熟度、参加者の負担などを比較検討し、今後の方向性を
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検討した。 

1 日完結型は東京にて開催し、全国から 4 地域（福島県矢祭町、京都府南丹市、兵庫県赤
穂市、広島県神石高原町）が参加して実施した。 

１泊２日型、２泊３日型はそれぞれ静岡県静岡市、長野県栄村にて開催し、現地の資源や
課題を体験できる視察をプログラムに取り入れた。 

 

アイデアソンのパターン別実施概要 

パターン 実施概要 
１日完結型 
●東京編として開催 
・全国から 4地域が参加 
・京都府南丹市、兵庫県赤穂
市、広島県神石高原町、福
島県矢祭町 

・東京駅近郊の会場で開催。 
・現地視察無し。選定地域からの説明者を東京へ招聘する
形式。 

●12月 22日（日）開催 
※当初 10月 12日（土）開催にて準備を進めたが、台風の
影響により 12月に延期開催 

１泊２日型 
●静岡編として開催 
・静岡市玉川地区、有東木地
区 

・首都圏近郊の農山漁村地域で開催。 
・現地視察有り 
●11月 16日（土）～17日（日）開催 
 

２泊３日型 
●長野編として開催 
・栄村 

・首都圏以外の農山漁村地域で開催。 
・現地視察有り 
●11月 2日（土）～4日（月・祝）開催 
 

 

【対象地域の選定方法】 

農林水産省がプレスリリースを行い、立候補があった全国の７地域に加え、職員推薦地域
9地域を候補とし、日程等を調整し、対象地域を選定した。 

 

【アイデアソンの実施主体】 

今回のアイデアソンは、農林水産省が一般社団法人 INSPIREと共催で実施し、株式会社日
本能率協会総合研究所が運営を実施した。 

一般社団法人 INSPIREは、地方創生イノベータープラットフォームを企画・運営する非営
利法人（本社：東京都渋谷区、代表理事：谷中修吾）である。日本全国のまちづくりで活躍す
るイノベーターの集合知を社会にシェアすることをミッションとして、カンファレンス、セ
ミナー、アイデアソン、スタディーツアーなどを主催・共催している団体である。 
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2. アイデアソンの実施 

2－1．各パターンのプログラムの企画 

2－1－1．プログラムの内容 

開催地域と協議調整を行い各パターンのプログラムを企画した。 

１日完結型、1泊２日型、２泊 3日型、それぞれのプログラムを以下に示す。 

１日完結型 

 
 
  

 

 

地域課題解決アイデアソン 

農村インポッシブル 東京編 プログラム 

 

【日時】2019 年 12月 22 日（日）10：30～17：30頃予定 

【場所】農林水産省 ７階 講堂 

 

○タイムスケジュール 

第
１
部 

受付 

10：00-10：30（30分） 
開場～受付開始 

開会 

10：30-10：40（10分） 

開会 
主催者挨拶 

思考インストール 

10：40-11：15（35分） 

進行：ファシリテーター 

趣旨説明等 

チームビルディング 

11：15-11：30（15分） 
進行：ファシリテーター 

地域のご紹介 

11：30-12：00（30分） 
地域のご紹介（各自治体職員、地域の方等） 

休憩 
昼食休憩 

12：00-13：00（60分） 
昼食休憩 

第
２
部 

フレームワーク確認 

13：00-13：15（15分） 
進行：ファシリテーター 

グループワーク 

13：15-15：15（120分） 
グループワーク 

発表準備 

15：15-15：30（15分） 
とりまとめ、プレゼンテーション準備 

プレゼンテーション 

15：30-17：00（90分） 

進行：ファシリテーター（講評、アドバイス） 

各グループからの発表（１グループ発表 5分、講評 5分） 

情報提供 

17:00-17:10（10 分） 

情報提供：農山漁村地域における起業支援プログラ

ム『INACOME（イナカム）』 

アワード発表＆ラップアップ 

17：10-17：30（20分） 

進行：ファシリテーター 

 

閉会 

17：30-17：35（5分） 
閉会 挨拶（農林水産省） 

 

【資料】 
・プログラム 

・配置図 

・各地域配布資料 

・参加者アンケート 
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１泊２日型 

 

 
  

 
 

【日時】 1 日目：2019年 11月 16 日（土）10：00～ 20：00 頃予定 

2 日目：2019 年 11月 17日（日） 8：45～ 17：00頃予定 

【場所】「有東木公民館」他（1日目）、宿泊「元湯館」（静岡市葵区油山（ゆやま）2325-4TEL054-294-0155） 

「安倍ごころ」（2日目） 

 

○アイデアソン タイムスケジュール（案） 

１
日
目 

集合・受付 
10：00- 

静岡駅集合 

移動 
10：10-11：00（50分） 

小型バスチャーター等 2台 有東木地区へ移動 
車中でアイスブレイク 

イントロダクション 
11：00-12：30（90分） 

進行：ファシリテーター  
趣旨説明等 
   ／場所：有東木公民館 

昼食 
12：30-13：30（60分） 

昼食（わさび蕎麦）／場所：有東木公民館 

地域の紹介 
13：30-14：00（30 分） 

地域の紹介（1地域 15分☓２地域） 

現地視察 
14：00-18：00（240分） 

玉川地区 有東木地区 に分かれて移動・視察 

夕食＆懇親会 
18：30-20：00（90分） 

以下の宿泊施設にて開催 

 
 宿泊／「元湯館」 

（静岡市葵区油山（ゆやま）2325-4 TEL054-294-0155） 

２
日
目 

8：30－8：45 宿から会場「安倍ごころ」に移動（バス予定） 
振り返りセッション 

 8：45-9：15（30 分） 
進行：ファシリテーター 

追加ロケ 
9：15-12：00（165 分） 

現地追加視察、グループワーク 

昼食 
12：00-13：00（60分） 

昼食（お弁当） 

討議結果発表 
13：00-15：30（150分） 

進行：ファシリテーター（講評、アドバイス） 
各グループからの発表（１グループ発表 8分、質疑 10分程度） 

総括＆表彰式 
15：30-15：57（27 分） 

進行：ファシリテーター 
地域からの意見・感想等、表彰 

挨拶 
15：57-16：00（3分） 

挨拶（農林水産省等） 

閉会 
16：00-17：00（60分） 

閉会（司会）➞移動 17 時頃静岡駅解散 

 
 
 
 
 

 

地域課題解決アイデアソン 

農村インポッシブル 静岡編 プログラム 

【資料】 
・プログラム 
・配置図 
・地域資料 
・参加者アンケート 
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２泊３日型 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

地域課題解決アイデアソン 

農村インポッシブル 長野編 プログラム 
 
【日時】 1 日目：2019年 11 月 2日（土）   13：30～ 20：00 頃予定 集合：栄村役場 

2 日目：2019 年 11 月 3日（日）    9：00～ 20：00頃予定 

3 日目：2019 年 11 月 4日（月・祝） 9：00～ 11：30頃予定  

【場所】中条温泉 トマトの国（長野県下水内郡栄村大字北信 4413-1 電話 0269-87-3030 ） 
 

○アイデアソン タイムスケジュール 

１
日
目 

集合・受付 
13：00-13：30 

受付開始 栄村役場集合 

イントロダクション 
13：30-14：15（45 分） 

進行：ファシリテーター  
趣旨説明等 

地域の紹介 
14：15-14：30（15 分） 

地域の紹介 

現地視察 
14：30-18：00（210 分） 

バスで移動・視察（車中でアイスブレイク） 

夕食＆懇親会 
18：30-20：00（90分） 

 

  宿泊 ／ 中条温泉 トマトの国 

２
日
目 

振り返りセッション 
 9：00-9：30（30 分） 

進行：ファシリテーター 

追加ロケ 
9：30-12：00（150 分） 

現地追加視察、グループワーク 

昼食 
12：00-13：00（60分） 

昼食 

検討の途中経過発表 
13：00-14：30（90 分） 

進行：ファシリテーター（講評、アドバイス） 
各グループからの発表（１グループ発表 5分、質疑 10分程度） 

追加ロケ 
14：30-17：30（180分） 

現地追加視察、グループワーク 

ラップアップ 
17：30-18：00（30分） 

進行：ファシリテーター 

夕食＆懇親会 
18：30-20：00（90分） 

 

  宿泊 ／ 中条温泉 トマトの国 

３
日
目 

プレゼンテーション 
 9：00-11：00（120 分） 

進行：ファシリテーター 
各グループからの発表（１グループ発表 10分、質疑 10分程度） 

総括＆表彰 
11：00－11：30（30 分） 

進行：ファシリテーター 
全体意見交換 

挨拶・閉会 
11：30-11：33（3 分） 

挨拶（農林水産省） バスで越後湯沢へ 

 

【資料】 
・プログラム 
・配置図 
・栄村地域資料 
・参加者アンケート 
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2－1－2．開催実績と参加者の概要 

各回のアイデアソンの開催実績と参加状況を下表に示す。 

 
開催実績と参加状況 

 長野編 

 

静岡編 

 

東京編 

 

日程 
令和元年 11 月 

2 日(土)～4 日(祝・月) 

令和元年 11 月 

16 日(土)～17 日(日) 

令和元年 12 月 

22 日(日) 

場所 長野県栄村 静岡県静岡市 農林水産省講堂 

参加者合計人数 22 名 36 名 44 名 

一般参加者 16 名 28 名 24 名 

農林水産省職員 5 名 8 名 8 名 

その他参加者 
1 名 

（栄村観光協会長） 
－ 

12 名 
（復興庁、福島県自治

体等福島県関係者） 

チーム数 6 チーム 9 チーム 12 チーム 

参加者の主な年代 20～30 代 20～30 代 20～30 代 

報道 地元新聞社３社 地元新聞社１社 時事通信社１社 

参加者の主な属性 エンジニア、大学生、公務員、会社員、農家、NPO、銀行員、農協 等 

   

参加者の募集は、WEB 上で後述する農村インポッシブルのサイトを作成（共催者
INSPIREが運営）し、サイト内で募集を行った。 

参加申込みについては、WEB 上のチケットサイト Peatix（ピーティックス）を使用
し、受付を行った。申込みフォームには、氏名、性別、所属、年代、連絡先等のほか、志
望動機（最大 400字程度）の記入欄を設け、参加への意欲を確認した。 

2倍を上回る申し込みがあり、抽選で参加者を選定した。 

 
申し込み状況 

 募集期間 申し込み数 一般参加者数 

東京編 令和元年 9月 18日～9月 30日 56名 24名 

長野編 令和元年 9月 21日～10月 7日 52名 16名 

静岡編 令和元年 10月 1日～10月 31日 56名 28名 

 

参加者のグループ分けは、年齢、性別が偏らないように配慮し、1 グループにつき 4
名を基本に構成し議論を行った。 
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2－2．アイデアソンの広報 

2－2－1．アイデアソン広報の企画 

「突き抜けたアイデアで、新しい農村をつくる！」ことを基本コンセプトに、共催者
である INSPIREの総監修のもと、広報を行った。 

広報ページより抜粋 
農山漁村の地域活性化を目指す農林水産省が、国内最大級の地方創生イノベータ

ープラットフォーム INSPIRE と連携し、振り切った一歩を踏み出します。 
従来の「課題解決型」にとらわれず、新たな「価値創造型」で日本全国の農山漁

村をおもしろくする超絶アイデアソンが誕生！ 
不可能を可能へ。Impossibleを Possibleへ。すべてが可能な世界「POSSIBLE」

に生きるイノベーターの思考回路とともに、突き抜けたアイデアで新しい農村をつ
くる！それが、超絶まちづくりの農山漁村アイデアソン 「農村インポッシブル
（Nouson in "POSSIBLE"）」です。 
今こそ、ワクワクが大好きな、あなたの出番！ 農林水産省の職員たちが、アイ

デアソンの参加者として、あなたと一緒に現場に突入します。 
日本全国のエクストリームフレンズの皆様、右農と左農をフル回転してミッショ

ンスタート！すべてが可能な「POSSIBLE」ワールドでお待ちしています。 
 

2－2－2．アイデアソンのホームページ 

以下に各パターンのWebサイトトップページを示す。（詳細は巻末資料参照） 
トップページ 東京編 

  
 
静岡編 長野編 
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3. アイデアソンの実施結果 

3－1．アイデアソンの流れとフレームワーク 

3－1－1．アイデアソンの流れ 

今回のアイデアソンは、一般社団法人 INSPIRE の谷中氏による①イントロダクショ
ン・思考インストールで価値創造型の手法や全体の流れを把握した後、②地域の紹介で
地域の概要を理解し、③フレームワークの確認をしてアイデアを創出、④その後チーム
別に現地視察、⑤チーム討論を行いアイデアを深め、⑥チームごとにアイデアの発表を
行い、⑦最後に総括・表彰で、発表に対する講評と表彰を行う流れで実施した。 

東京編では現地視察はできないので、地域の状況を地域の方から説明を受けた後すぐ
にチーム討論を行い、静岡編と長野編ではチームごとに現地視察を行うことで地域に対
する理解を深めてからチーム討論へと移った。 
 

アイデアソンの流れ 

①イントロダクション・思考インストール 
↓ 

②地域の紹介 
 ↓ 
③フレームワーク 
 ↓ 
④現地視察（静岡編・長野編のみ） 
 ↓ 
⑤チーム討論 
 ↓ 
⑥アイデアの発表 
 ↓ 
⑦総括・表彰 

 

3－1－2．イントロダクション・思考インストール 
(1)イントロダクション 

今回のアイデアソンは、イノベーター思考で、突き抜けたアイデアを生み出す「価値
創造型」という切り口で斬新なアイデアを創造し、結果的に地域課題も解決される手法
で実施するという考え方を参加者へ紹介した。 
 
事業アイデアの生み出し方のスタイルとして「問題解決型」と「価値創造型」がある。

従来から行われている手法は課題を設定し、その課題を解決するにはどうするべきかを
考える「問題解決型」という手法であるが、今回実施した手法は、やってみたら面白い
のではないかという突き抜けたアイデアからスタートし、結果的に地域課題も解決され
るという「価値創造型」である。 
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(2)思考インストール 

ゼロから 1を生み出すイノベーターの創造したアイデアをもとに実践したまちづくり
が、結果的に地域課題を解決しているといういくつかの事例を説明し、価値創造型の考
え方を参加者に紹介した。 
 

3－1－3．フレームワーク 
(1)突き抜けたアイデア 

突き抜けたアイデアを出しやすくするためのポイントとしては、「安全装置を解除し
た妄想」、「意外性の組み合わせ」、「人を魅了するダジャレ」（コピーライティング）であ
る。固い頭をやわらくする意味で、妄想からアイデアを出し、意外な組み合わせにする
ことでアイデアを他と違う際立つものにして、ダジャレで人の記憶に残るネーミングを
行うことが重要である。 

そこで、今回のアイデアソンでは、突き抜けたアイデアを生み出して地域課題を解決
する手法として、お題を出して短い制限時間内にアイデアを出す大喜利の手法を活用し
た。 

今回の大喜利のテーマは以下の通り。 
 

大喜利テーマ： 
「〇〇地域で始まった地域活性化プロジェクトが「超絶おもしろい！」と全国区で話題
沸騰。一体何をした？」 
制限時間：3分間 

 
(2)社会的課題との紐づけ 

創出した「突き抜けたアイデア」に対し、このアイデアを使えば解決するかもしれな
いという地域課題を見つけて後付けで紐づけする。これにより、アイデアが社会的な課
題を解決するというストーリーができる。 
 

(3)事業アイデアの設定・マーケティング 

「突き抜けたアイデア」に「社会的課題」を紐づけしたアイデアに対し、強いコンセ
プトを保ちながら事業化する。 

まず、誰にどのような価値を提供するのかを設定する。その際、できるだけコアター
ゲットを絞る。次に、コアターゲットにどのようなニーズがあるのかを分析し、提供す
る価値を明確にする。 
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(4)アイデアの提案 

ロジカルに考えるとクリエイティブな良さが落ちてくる。そこで、提案する商品・サ
ービスがあたかも実在するように 1枚のフライヤー（広告）を作成する。 
 

(5)ビジネスモデリング 

まちづくりで活用できる代表的なビジネスモデルとして、「物販モデル」、「卸売モデ
ル」、「広告モデル」、「ついで買いモデル」、「消耗品モデル」、「継続課金モデル」、「マッ
チングモデル」、「フリーミアムモデル」がある。 

 ビジネスモデルの特徴 
①物販モデル ・ 自ら商品を作って顧客に販売し、その対価として売り上げを得て

利益を確保するモデル。 
・ 商品の数量と単価によって売上の上限が決まる。 

②卸売モデル ・ 自ら商品を作らず、商品を仕入れて顧客に販売し、その対価とし
て売上を得て利益を確保するモデル。 

・ メリットとして、ゼロから自ら商品を作る必要がないこと、大量
の在庫を抱えずにすむことなどが挙げられる。 

・ デメリットとして、他者でも同じ商品を取り扱うと、自らの販売
が落ち込むという構造が挙げられる。 

③ついで買いモ
デル 

・ 目玉商品で顧客を引きつけて、“ついでに”利益率の高い他の商品
を購入してもらうことで全体として利益を得るモデル。 

・ 例えば、ある居酒屋で、目玉商品として原価割れしないギリギリ
の価格の美味しい串カツで誘客し、利益率の高いアルコール類を
ついでに購入してもらい、利益を上げる。 

④消耗品モデル ・ 商品の特性上、単体で販売しようとすると、顧客にとって買い求
めにくい高価格帯になってしまう場合がある。その際、継続利用
できる「本体」と、補充ないしは交換が必要な「消耗品」に切り
分けて売るモデル。 

・ まずは商品を利用してもらう環境を整えるために、本体の価格を
原価近くまで下げて顧客に販売し、適切に利益の出る価格で消耗
品を継続的に販売する。 

・ プリンタはその典型例で、消耗品となるインクで利益を得る。 
⑤継続課金モデ
ル 

・ 定期的に自動課金される継続利用商品を売るモデル。 
・ 携帯電話の月額基本料金やクレジットカードの年会費など。 

⑥広告モデル ・ 特定の趣味関心に基づいて人が集まる場を作り、そのコミュニテ
ィに対して広告を出したい企業・団体等の顧客（広告主）に広告
枠を販売し、その対価として広告料を得るモデル。 

・ ただし、闇雲に人が集まる場を作るだけでは、広告モデルは機能
しない。広告主となる顧客がお金を払ってでも広告を出したいと
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 ビジネスモデルの特徴 
思えるよう、属性が明快なコミュニティになっている必要があ
る。 

⑦マッチングモ
デル 

・ 顧客同士を紹介する価値を売るモデル。 
・ 例えば、不動産ビジネスや人材紹介ビジネスのように、顧客同士

を紹介し、その対価として紹介料を得て利益を得る。つまり、2
つの顧客が存在し、両者をつなぐという価値を売っている。 

⑧フリーミアム
モデル 

・ フリー版で利用者を増やしてプレミアム版を売るモデル。 
・ スマートフォンのアプリで多く見られる。「フリー版」と「プレ

ミアム版」の名称を融合させて、ビジネス上は「フリーミアム」
と呼ばれている。 

・ 無料で利用することができるフリー版を提供して利用者を増や
し、その利用者の中でも特に利用頻度の高いコアなファンないし
はコアユーザーを対象として、商品を利用する上で追加の機能を
有した有料のプレミアム版を購入してもらう。 

資料 谷中修吾（2019）「最強の縄文型ビジネス イノベーションを生み出す４つの原則」
日本経済新聞出版社 
 

(6)ラップアップ 

価値創造型でのアイデアを創出するにあたり、縄文時代と弥生時代の対比から考え方
のヒントを得るとわかりやすい。参加者に縄文型と弥生型、価値創造型と問題解決型と
いう切り口での考え方を紹介した。 

イノベーターの思考回路の秘密を解くカギは縄文時代にあると思われる。1 万年以上
の歴史が続いた縄文時代。これがまちづくりの土台である。 

縄文時代の食糧調達は、狩猟・採集を基本として、多種多様な食べ物を組み合わせて
いる。つまり、様々な市場から利益を生み出すビジネスモデルを持っていたわけである。
ある食糧の採集ができなくとも、別の食糧の採集で代替できるというように、ビジネス
を安定させるポートフォリオを組んでいたことになる。 

ムラの周辺には自然のハラが広がり、縄文人は自然と共感・共鳴し、その声を聞いて
行動していた。結果として必要十分な食料を調達し、自然の恵みに感謝し、ご縁ととも
にビジネスを紡いでいく。したがって、全てのステークホルダーとの関係性は極めて協
調的である。そして、ムラとハラが 2つで 1 つという世界観を表現するために、既成概
念にとらわれない発想で、突起の美しい縄文土器を作り続けた。 

一方、弥生社会の食糧調達は、イネづくりを通じてコメの生産を基本とした。ムラの
リソースを稲作に集中投下することによって効率的にコメを確保し、利益を蓄積してさ
らなる投資を志向したと言える。そのためにも、事業計画に基づいてイネづくりの緻密
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な管理を行い、ＰＤＣＡサイクル（Plan-Do-Check-Action）を回しながら、確実にイネ
の刈り取りを目指した。 

イネづくりに必要な水場や耕作地の確保のために、周辺のムラは競合他社と位置付け
られ、競争を勝ち抜くための戦いが繰り広げられる。戦いを制するためにも、自らのコ
メの安定確保と戦力補強が必要となり、決められた作業をしっかりこなすコンプライア
ンス（Compliance）が重要となったのである。 
経営の視点で両者を読み解くと、現代ビジネスの軸足がどちらにあるのかが一目瞭然と
なる。私たちのビジネス環境は、「弥生経営」のロジックによって作られている。逆に、
「縄文経営」のポテンシャルが、激しく異才を放ちながら、パワフルに浮かび上がって
くる。 

問題解決型と価値創造型の 2つのエンジンを使うと人が新たな領域に達することがで
きる。 
 

(7)アイデアの発表 

チームごとに議論したアイデアを発表した。アイデアの紹介は、下記のシナリオに沿
って実施した。 
 
チームごとに発表するシナリオ 
私たちが提案する、突き抜けたアイデアは〇〇です。 
これによって、〇〇地域の〇〇という課題を解決します。 
 
この事業では、〇〇をターゲットに、〇〇の価値を提供します。 
具体的には、〇〇を行います。 
想定されるビジネスモデルは、〇〇です。 
 
以上の通り、私たちは、〇〇という突き抜けたアイデアによって、〇〇地域の〇〇 
という課題を解決します。 

 
 

 
3－2．地域別実施結果 

3－2－1．東京編実施結果 

東京編では、摩気地域、矢祭地域、赤穂地域、神石高原地域についてアイデアソンを
実施した。 

それぞれの地域の概要と、チームの発表の概要は以下のとおりである。 
 



14 
 

(1)摩気地域 
摩気地域の概要 

 京都府南丹市摩気地域 
 人口 1,600人 
 8集落のうち 7集落が限界集落 
 7割が森林で 2割が田園 
 京都駅から JR で 35分、関西国際空港から車で 1時間 30分というアクセスの便が良い 
 豊かな自然が残された里山 

 
摩気 A チーム Be MARIO 【農林水産賞 受賞】 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

Be Mario、摩気地区をマリオの里にする。 
解決する地域
課題 

摩気地区の地域活性化、中でも人口減少、高齢者のやりがい創出、廃校活用 
ターゲット 世界中のマリオファン 
提供する価値 マリオの世界を体感するという価値 
具体的な内容 摩気地区がマリオの生みの親であるゲームプロデューサー宮本茂さんの故

郷であり、マリオシリーズのデザインの原点が、宮本さんが幼い頃に遊んだ園
部城跡がある小麦山であることにちなんで、マリオを中心に、マリオファンを
世界から呼び込むというアイデア。 
マリオの恰好をしたイベントとして、マリオカート、マリオマラソン、マリ

オフェスなどを開催し、実際に、マリオレースや AR（拡張現実）を使った小
麦山でスーパーマリオが体験できるアトラクション、マリオの衣装貸し出し
などを提案。 
摩気は、アルファベットにすると MAKE でメイクになることから、キャッ

チフレーズを「未来を作るMAKE the Future」とする。 
想定されるビ
ジネスモデル 

物販モデルや広告モデル、ついで買いモデルを想定する。任天堂とタイアッ
プした広告を出したり、グッズを販売したりする。 

 
摩気 Bチーム ミッション発動 京大生量産計画 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

京大生量産ブートキャンププロジェクトとして、受験勉強と心身を鍛
える合宿を行う。 

解決する地域
課題 

人口減少、少子高齢化、農地荒廃 
ターゲット 京大受験生 
提供する価値 受験勉強向けのブートキャンプを提供し、中身が勉強だけではなく、人

間力、精神力、身体能力が向上する塾のプログラムを提供する。 
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項目 事業概要 
具体的な内容 受験生向けのブートキャンプを実施し、春にレンゲの種まきや田植え、

夏は集中講義、体も動かし、秋は春に植えた稲を収穫し、摩気米（まけま
い）として決して負けない米というブランドで売る。冬の受験当日は、バ
スを運行し、摩気地区から受験するキャンパスまで連れて行ってくれる。
勉強だけでなく、肉体的にも精神的にも鍛えられる。 

想定されるビ
ジネスモデル 

受験ツーリズムを作ることで、塾の課金モデル、広告モデルを収入源す
る。 

 
摩気 C チーム 1日で結婚!?山の主になろうプロジェクト 山ガール・山ボーイ

たちへパートナー探しの楽園 
項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

1日で結婚!?山の主になろうプロジェクト 山ガール・山ボーイたちへ
パートナー探しの楽園を提案する。 

解決する地域
課題 

人口減少、耕作放棄地の活用、高齢者の生きがいづくり 
ターゲット 山好きの未婚の男女 
提供する価値 趣味の山とパートナーとの出会いという価値 
具体的な内容 摩気地区の高山の頂上で、男女のカップリングイベントを開催する。カ

ップル成立の副賞として、「①山を自由に使える自分だけのパラダイス、
②摩気地区のおじいちゃん、おばあちゃんの知恵袋を使い放題、③週末に
美味しい空気を満喫できる田んぼ・畑・空き家」を提供する。 
若い世代を集めて、摩気の魅力を発信するプロジェクトである。 

想定されるビ
ジネスモデル 

マッチングモデルを想定。参加者には趣味の山とパートナーを提供で
きる。対価としては、地区内の耕作放棄地の解消作業をタダで参加者にや
ってもらう。また、おじいちゃんとおばあちゃんから、持っている知恵を
若者に教えることにより、お年寄りの生きがいづくりにもなるモデルで
ある。 

 
(2)矢祭地域 

矢祭地域の概要 

 福島県矢祭町 
 人口 5,700人 
 高齢化率 36% 
 森林率 79.9% 
 農地率 8.7% 
 合併しない宣言を行った町。行政改革の町。 
 福島県の最南端=東北の最南端 
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矢祭 A チーム 株式会社矢祭 ～永遠の学生気分万歳～ 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

株式会社矢祭を設立し、永遠の学生気分を提供するお祭りを行う。 
解決する地域
課題 

矢祭町の若者の流出、人口減少 
ターゲット 起業を考えているがそこまで踏み込めない人、イベントが好きな人 
提供する価値 お祭りにベンチャー企業を出展させて、簡単に起業できるようにする 
具体的な内容 矢祭町は「祭」が市町村名に入る唯一の地域であり、基本的なコンセプ

トは町中を年中学園祭にする。学生気分を永遠に味わえる町にする。 
学園祭では物足りない方にはベンチャー企業としての起業を支援し、

お祭りにベンチャー企業を出展させる。町内には大学がないので大学生
をはじめとした若い人を呼び込み関係人口を創出する。 

想定されるビ
ジネスモデル 

法人税、住民税で還元される。また、人が集まると広告掲載や、視察で
来訪者が増える。将来的には矢祭モデルとして、システムそのものを売り
出す。 

 
矢祭 Bチーム 親戚できた矢祭町一緒につくんべおらげの田舎 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

大都市の方が矢祭町に親せきがいるような感覚で住民が一緒に町づく
りを行う。 

解決する地域
課題 

人手不足の解消、人口流出の解決、山の地域資源の活用 
ターゲット 大都市の方で、東京育ちのふるさとのない 20代から 40代の層 
提供する価値 家族同様の方が気軽に入って来ることができる勝手口のようなふるさ

と 
具体的な内容 勝手口からいつでも気軽に入って来られる雰囲気を提供する。地域の

活性化のためのイベント、釣り堀やイルミネーションを外部の人と一緒
に作り上げる。自分たちのふるさとと思ってもらう。また、小さい子供が
いる夫婦には、町のおばあちゃんやおじいちゃんが子供を預かることが
できる仕組みをつくり、夫婦は二人だけでゆっくり町内観光に行くこと
ができるようにする。 

想定されるビ
ジネスモデル 

地域活性化のための活動で例えばイルミネーションが完成すると、観
光客が増加し、物販、ついで買いモデルになる。 
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矢祭 C チーム 福島県矢祭町 イノシシ祭 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

イノシシと子育てのコラボとして、イノシシ祭で子育て世帯の流入を
狙う。 

解決する地域
課題 

矢祭町の人口減少の課題と鳥獣被害 
ターゲット 全国の大家族と、大家族を希望する子育て世帯 
提供する価値 矢祭町の充実した子育て環境を提供する。矢祭町では、子供が生まれた

際のお祝い金として、1 人目、2 人目は 10 万円だが、3 人目から 100 万
円、4人目から 150万円、5人目・6人目は 200万円と、急激に上がって
いく。 

具体的な内容 具体的に令和 2 年 1 月 16 日（イ（1）のシシ（4×4＝16）で 1 月 16
日）に全国の子ども 5人家族 16ペアをイノシシ祭に招待する。イノシシ
を矢祭の地名の由来となった矢で、それも、前九年の役で源義家が使った
といわれる伝説の矢で射貫くというイノシシ祭を開催する。 
今イノシシは原発問題で出荷制限がかかっている。そこで、イノシシ祭

は全頭検査して特別な許可をとって猪鍋を提供する。 
想定されるビ
ジネスモデル 

マッチングモデルかも知れないが、商売になるかどうかは別として、ま
ずは PR する。 

 
(3)赤穂地域 

赤穂地域の概要 

 兵庫県赤穂市 
 人口 47,000人 
 高齢化率 31.9% 
 水道料金が国内で一番安い 
 御崎温泉、日本遺産、瀬戸内海、赤穂城などの観光地が多い 
 塩、牡蠣が有名 
 赤穂浪士（赤穂義士）で有名 

 
赤穂 A チーム 坂越からの挑戦状 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

赤穂市のうちの坂越地域にフォーカスし、「坂越からの挑戦状」という
イベントで、坂越人 vs坂越ファンの大会を行う。 

解決する地域
課題 

牡蠣養殖の付加価値化、地域の収入増加と後継者の確保、人口増加 
ターゲット 牡蠣が好きな人、やっていけないといわれるとやってみたくなる人 
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項目 事業概要 
提供する価値 普段は誰も入れない生島に入ることができる権利を得るという価値 
具体的な内容 牡蠣に関するイベントを開催する。イベントでは、牡蠣むき作業や牡蠣

のイカダレースや牡蠣イカダの改造車で坂下りなどを行い、坂越の魅力
を体験することでポイントがもらえ、そのポイントをためることにより
生島へ上陸する権利をもらえる。生島は地元の人しか絶対に入れない島
に入ることができるという点がポイントであり、地元の人の地域愛も活
用し、参加を促す。 

想定されるビ
ジネスモデル 

温泉などの物販モデル、ついで買いモデル、坂越ファンにもなってもら
う。 

 
赤穂 Bチーム あなたのmuscleで赤穂の Castleをゲットせよ 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

「あなたの muscle で赤穂の Castle をゲットせよ」として、サバイバ
ル街コンを実施する。 

解決する地域
課題 

赤穂地域の観光収入の減少 
ターゲット 出会いを求める首都圏を中心とする世界中の男女 
提供する価値 出会いと新しい体験を提供する。 
具体的な内容 普段は入れない生島でサバイバルゲームを開催。勝ったら赤穂城の居

住権がもらえるというイベントをする。お祭り行列の中で城主となって
歩く権利がもらえる。 
赤穂は牡蠣の養殖と塩の産地で牡蠣と塩を参加者に提供し、24時間形

式でサバイバルする。 
アース製薬の聖地なので、浜辺で殺虫剤を活用し、害虫を駆除する。 

想定されるビ
ジネスモデル 

ビジネスモデルは、アース製薬、牡蠣養殖業者、赤穂の甘塩などからの
広告収入。また、来て出会う場なので、終わって飲むついで買いを見込
む。 

 
赤穂 C チーム Shio 1 Grand Prix in Ako ～お客様も従業員も良い塩梅に～ 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

「Shio 1 Grand Prix in Ako」という接客業の研修を行う。 
解決する地域
課題 

人口減少、観光収入の減少 
ターゲット 牡蠣などを高く買ってくれる、ホテル、レストランなどの経営者や社員 
提供する価値 接客業の技術向上、牡蠣の高付加価値化 
具体的な内容 牡蠣を扱ってくれるホテル、レストラン等で、接客対応のコンテスト、

研修を実施する。塩対応という言葉もあるが、接客は難しいことから、良
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項目 事業概要 
い塩梅の接客業が大事である。人材育成研修を現地で実施することで、関
係人口の創出へつなげる。 

想定されるビ
ジネスモデル 

物販モデル、広告モデル、ついで買いモデルを想定している。 
広告モデルは人材派遣やサービス業の方に研修のチラシを置いてもら

い、紹介して広告料をもらう。 
ついで買いモデルは、滞在中にお土産を買ってもらう。また、接客業の

コンテストにホテル、レストランの従業員に参加してもらうことで、牡蠣
の食材の価値を知ってもらい、広告以外のアプローチで牡蠣の売り上げ
向上を目指す。 

 
(4)神石高原地域 

神石高原地域の概要 

 広島県神石高原町 
 人口 9,000人 
 山林 81%、耕作地 4% 
 標高 400m~500mの高原 
 福山市まで車で 45分ほど 

 
神石高原 A チーム 控えめに言って神ってる RUN ～農村カラフルラン～ 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

農村をランニングしながら T シャツを染めていく「農村カラフルラン」
を実施する。 

解決する地域
課題 

関係人口が少ない 
ターゲット いつも決まりきった生活で非日常を求める学生 
提供する価値 地域文化祭での非日常体験 
具体的な内容 白い T シャツを着てペイントしながらランニングをする。都市部で行

っているカラフルランからヒントを得た。 
ランニング途中に停留所で地域の方に神石高原の農産物であるトマ

ト、ぶどうなどで T シャツにペインティングをしてもらい、カラフルな
T シャツになっていく。カラフルに仕上がった T シャツは染め物のよう
になり、町の宣伝にも活用してもらう。 

想定されるビ
ジネスモデル 

ビジネスモデルはついで買いモデルで、休憩中にトマトなどを食べて
もらうことを想定する。 

T シャツは持ち帰ってもらい、神石高原町の宣伝になる。 
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神石高原 B チーム Mission!! 神様逃走中!! あなたも Let’s リアル RPG 
項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

町全体を使ったリアルな RPG「神様逃走中」を実施する。 
解決する地域
課題 

人口減少、地域内交通の不便性の解消 
ターゲット ゲームが好きな人 
提供する価値 村中に色んな人が来て神様を探すというリアルなゲームを提供する 
具体的な内容 リアル RPGを行う。町から逃走した神様を探すために集落の住民に聞

き込みをし、ミッションをクリアしていく。村の悪魔の城（空き家）を叩
き壊すなども行い、アクティビティを季節ごとに入れ替えて実施する。 
交通には Uberを活用し、普段交通が不便な地域の人も一緒に Uber を

使うことができるようになる。 
想定されるビ
ジネスモデル 

神様にゆかりのある町にフランチャイズで契約する。 

 
神石高原 C チーム あなたの叶わない恋応援します 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

こんにゃくを使って、恋人が欲しい一歩手前の恋愛を応援するまちを
作る。 

解決する地域
課題 

耕作放棄地の解消と関係人口の創出 
ターゲット 大好きな片思いの人とキスをしたいと思っているおひとりさま 
提供する価値 リアルなキス体験、異性との出会い 
具体的な内容 こんにゃくを唇の形にして、アイドル等の写真を貼って、キスできるよ

うにしたこんにゃくを販売する。また、神石高原町の名前にあやかり、神
の石、パワーストーンを耕作放棄地の草むらから探すイベントを開催す
る。石を半分に割り、片方を耕作放棄地で草むしりしながら自分の石の片
割れをさがす。片割れをもつ異性と出会えるチャンスを提供。 

想定されるビ
ジネスモデル 

売り上げを耕作放棄地の解消に使い、結果的に耕作放棄地の解消にか
かるコストが軽減される。 

 
3－2－2．静岡編実施結果 

静岡編では、玉川地域、有東木地域の二つに分かれてアイデアソンを実施した。 

それぞれの地域の概要と、チームの発表の概要は以下のとおりである。 
（チーム分けは、玉川地区 A・D・E・F・I、有東木地区 B・C・G・H） 
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(1)玉川地区 
玉川地区の概要 

 静岡県静岡市玉川地区 
 人口 940人 
 林業と茶業の地域 
 静岡市の北部に位置する集落で静岡市の中心市街地から車で 40分程度 
 300種の山あじさい、4万本のひまわりなどの自然 
 神楽や獅子舞といった伝統行事が残る 

 
A チーム たまかわいくなる「断食＆婚活合宿」 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

断食をテーマした婚活合宿を実施する。 
解決する地域
課題 

空き施設の活用、観光客の増加、耕作放棄地の解消、定住者の増加 
ターゲット ターゲットは、「健康になりたい・パートナーに出会いたい」という女

性をメインに、男性は静岡県の男性 
提供する価値 運命の出会い＋健康にダイエット 
具体的な内容 2泊 3日の断食婚活合宿を行う。 

玉川地区の名産を楽しみ、断食を行う。１日目に玉川地区の名産品を楽
しむ、２日目に断食をスタート＋ときめきアクティビティ（吊り橋巡り、
ひまわりの種まき、荒れた茶畑の刈り取り作業等）、３日目は運命のマッ
チングというプラン。運命のマッチングでは、ひまわり、あじさい、紅葉
などのロマンティックな環境の中で提供する。 

想定されるビ
ジネスモデル 

物販モデルと広告モデルを組み合わせ、断食、婚活の参加料金を徴収す
る「玉川健婚プラットフォーム」と、女性向け集客を狙いたい企業に広告
枠を販売する。 

 
D チーム SHIZUOKA連邦 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

仮想の SHIZUOKA 連邦を設立して、外部の人にその国民になってもら
い、お茶を始めとする玉川地区の特産品の良さを発信する。 

解決する地域
課題 

農家の減少 
ターゲット お茶の種類を知らない人、自分を変えたい人、癒やしが欲しい、本物を

知りたい、家族で楽しみたいという人 
提供する価値 SIZUOKA連邦の国民になることができるという愛着心、玉川地区のお

茶、ウイスキー等特産品の良さという価値 
具体的な内容 静岡市を連邦制にみたてた制度（ルール）を作成し、地区ごとでお茶や
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項目 事業概要 
ウイスキーなど特産品を売り出す。本山茶の地域、スリランカ茶の地域、
イギリス茶の地域などからなる自治区の連邦を形成し、国内外のお茶も
飲み比べることができ、その中でこの地域特産の本山茶を覚えてもらう。 
毎年首相や各地区単位の長を選出し、広告塔として活動してもらうと

ともに、一度連邦へ訪れた人は国民としてＳＮＳを活用して宣伝しても
らう。 
その際にポイントなどを付与し連邦内でのサービスに使用できるよう

にする。また国民になってもらうことにより、離れていても常に地区の事
を意識し続けられるようにする。 

想定されるビ
ジネスモデル 

サブスクリプションモデルを活用して毎月定額でお茶を買えるという
流通の仕組みをつくる。 

 
E チーム 玉川リスキー特区計画 たまにはリスキー（冒険しましょう！） 

      【地域賞 受賞】  
項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

廃校を利用して玉川リスキー特区計画を実施する。 
解決する地域
課題 

人口減少、学校の廃校利用、地域資源であるウイスキーの活用 
ターゲット ターゲットは玉川地区に住んでいる方、冒険好きな方、遊び心をもった

観光客 
提供する価値 地域資源の活用方法という価値 
具体的な内容 玉川の資源であるお茶、ウイスキーを活用し、廃校で樽ウイスキー（禁

断の校内飲酒）、お茶（不健康茶）を飲めるようにする等、地域資源と廃
校を組み合わせる。廃校でウイスキーの樽（ｍｙ樽）を保管し、都度飲み
にきてもらう。お茶の提供は、新茶であるがカテキンの成分が少ないとい
うことから、不健康茶と命名し販売。茶葉の個装のパッケージにもこだわ
る。定期的な宿泊需要や、お茶で割って飲めるようなウイスキーとお茶の
コラボも想定する。 

想定されるビ
ジネスモデル 

ウイスキー、お茶、宿泊施設の物販モデル 

 
F チーム チームトゥーン たまかわ Quest 自分からの独立宣言 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

バーチャルと現実の世界を連動させたロールプレイングゲーム「たま
かわ Quest」を実施する。 

解決する地域
課題 

玉川地区の人員の不足、観光振興 
ターゲット 東京、大阪などの都市圏の働き手 
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項目 事業概要 
提供する価値 ロールプレイングゲームを通じた非日常の体験を提供する。 

玉川に来られない人はアプリやウェブを通じて、いつでも玉川に関わ
ることができる。 

具体的な内容 バーチャルな玉川地区内をフィールドにしたロールプレイングゲーム
を作り、都市圏の人に遊んでもらう。ゲーム内のミッションで実際に玉川
地区のイベントに参加しないとクリアできないようなミッションをつく
るなど、バーチャルとリアルをつなげる仕組みにする。例えば、玉川地区
で基地づくり（実際にはグランピング施設）を行うというミッションが与
えられ、各プレイヤーがゲームに参加して玉川地区に集まる。 

想定されるビ
ジネスモデル 

アプリのフリーミアムモデルを基本に、継続課金モデルを活用 

 
Iチーム 縁 PING 【農林水産賞 受賞】 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

縁側を活用したソロキャンプ（縁 PING）を実施する。 
解決する地域
課題 

交流人口の減少、観光振興、高齢者の生きがいづくり、木材を使って地
域の経済を活性化 

ターゲット 都会の喧噪にストレスを感じ、人との温かいつながり（縁）に飢えてい
る人、ふるさとや自然を感じたい人 

提供する価値 癒しとふるさとの自然、人とのつながり（縁）という価値 
具体的な内容 縁 PING（縁側＋キャンピング）という縁側での癒しとキャンプを組み

合わせたサービスを提供。縁側で癒されながら、その近くでテントを張り
キャンプをするというもので、３タイプ選べる。①空きスペース活用型
（空き地に縁側の座る部分だけを設置）②空き家活用型（空き家の縁側を
活用）③My縁側活用型（地域の方の家にある縁側を活用）がある。癒し
の 1 つの要素として、地域の「おばあちゃん」を縁側に呼んで会話がで
きる。 

想定されるビ
ジネスモデル 

ビジネスモデルは物販モデル、マッチングモデル 
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(2)有東木地区 
有東木地区の概要 

 静岡県静岡市有東木地区 
 人口 160人 
 標高 500m~600mの山間 
 静岡駅から安部川に沿って 30kmほど北上 
 わさび栽培発祥の地「わさびの本家本元」 
 手摘み高級茶「本山茶の産地」 
 「謎めいた隠れ山里」 

 
B チーム カオリンピック 【地域賞 受賞】 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

「香り」を活用したオリンピックのような祭典を開催し、香りの文化を
発信する地区にする。 

解決する地域
課題 

人口減少、観光資源の衰退、地域コミュニティの衰退 
ターゲット 香りを楽しみたい老若男女 
提供する価値 有東木の香りブランドという価値 
具体的な内容 ワサビ栽培発祥の地有東木を「香り」の文化の発信地とし、カオリンピ

ックという競技大会を開催する。種目は、トライワサロン（ワサビの早洗
い、早擦り、ワサビの香りによる早泣き。）やワサビ田の急斜面クライミ
ングを始めとした香りにちなむ種目で競うとともに特産の日本茶で選手
を癒す「選臭村」によりワサビ・茶・杉を含めた香りの祭典を開催する。 

想定されるビ
ジネスモデル 

参加費は無料とし、フリーミアムモデル、ついで買いモデルを想定す
る。香りのメッカとして来てもらう。公式ドリンクの有東木茶の売り上げ
を想定する。 
また、香辛料メーカー、癒しの美容メーカーなどに広告スポンサーにな

ってもらう広告モデルも想定。 
 

C チーム 俺なりの寿司 
項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

「俺なりの寿司」として、静岡の様々な食材を満喫してもらうツアーを
開催する。 

解決する地域
課題 

有東木地区の認知度不足、交流人口減少 
ターゲット 観光だけでは物足りない旅行者 
提供する価値 静岡県の食や農に関する実体験という価値 
具体的な内容 わさびとお茶が特産品であることから、その両方の要素が入った「寿
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項目 事業概要 
司」を、１年間かけて素材から作って食べるという体験型の観光メニュー
を提供する。年間の利用権を購入し、年５回を目安に静岡市を訪れ、寿司
を作るための食材（サーモン、マグロ、米等すべて静岡産）に関する体験
（サーモン餌やり体験、マグロ解体ショー、稲の収穫、お茶摘み等）を各
季節ごとに１年間通じて行う。最後の 12月は、有東木地区でわさびすり
おろし体験を行い、その後自分で各材料を使って、俺なりの寿司として、
寿司づくり体験を行う。他にも、個人客の他、学生教育として修学旅行１
日完結型で体験する選択肢あり。有東木のわさびを使ったステーキ、ハン
バーグ等へ水平展開することも可能。 

想定されるビ
ジネスモデル 

ビジネスモデルは、サブスクリションモデルで、個人旅行者だけでな
く、社会科見学ツアーなど団体の交流ツアーに参加してもらう。わさびの
収穫、漁業を体験してもらう。食のつながりを小学生に体験してもらい、
農業、漁業の楽しさを体験してもらう。 

 
Gチーム 茶蔵、○祭日～茶と汗と涙～ 【地域賞 受賞】 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

茶蔵、わさび、茶、涙、汗をキーワードにイベントを実施して、人を集
める。 

解決する地域
課題 

有東木地区の人口減少、文化継承、耕作放棄地の解消 
ターゲット 関東・東海地区、特に名古屋、東京、静岡市内の 20 代から 40 代のち

ょっと自然に触れたい男女 
提供する価値 非日常的な体験と心身の殺菌効果 
具体的な内容 無形重要文化財である、地域の盆踊りの日に合わせて、〇祭日（わさ

び）（フェス）を開催する。「〇祭日（わさび）」では、茶蔵（チャクラ）
と名付けた、中心施設（宿泊、カフェ、憩い、コンシェルジェ等の機能を
持つ）を目玉とし、チャクラが 7 つあることにちなんで、７つのブース
を設置し、様々なコンテンツ（わさび田を通るカメラ付きトロッコ、わさ
び田を利用した流しそば、わさびわんこそば、わさびで泣ける映画祭、茶
畑ヨガ、茶畑ダイビング、サイレントヒル鬼ごっこ）を用意し、都市部か
らの人達に楽しんでもらい集客する。 
イベント終了後も、茶蔵は、宿泊、コワーキングスペースに活用。 

想定されるビ
ジネスモデル 

イベントの際に地域産品等を売る物販、ついで買いモデル、ターゲット
層にリーチしたい広告収入を想定。 
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H チーム （株）うとぎクリエイター 
項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

（株）うとぎクリエイターという、有東木の未来の会社を想定し、「新
感覚MR うとうゲーム！」を実施する。 

解決する地域
課題 

人口減少、特に若い人の減少、空き家の増加 
ターゲット ゲームが好きな方 
提供する価値 大自然に恵まれた非日常という価値 
具体的な内容 バーチャルサバイバルゲームを有東木地区の自然をフィールドに実

施。VR ゴーグルを着用しつつ、有東木地区に入り込んでサバイバルゲー
ムを行う。ステージは 10ステージ。リアルの中にバーチャルを組み込み、
参加者全員でクエストに挑む。静岡駅から戦車に乗ってもらい、そのまま
来場して有東木の会場でゲームをしてもらう。料金体系は 1人 5,000円。
4人以上から受け付ける。近くの民家を改築して宿泊施設にして、利用料
金をもらう。 

想定されるビ
ジネスモデル 

ついで買いモデルを想定。ゲームを体験して、有東木の特産品等を買っ
てもらう。また、そば打ちの体験、通販、宿泊などの物販モデルを想定す
る。 

 
3－2－3．長野編実施結果 

長野編では、栄村地域についてアイデアソンを実施した。 

地域の概要と、チームの発表の概要は以下のとおりである。 
 

栄村地域の概要 

 長野県栄村 
 人口 1,800人 
 271km2の広大な面積を有し、その 90%以上が山林原野 
 北部は千曲川沿いの平坦部、南部は 2,000m級の山々が連なる山岳地帯 
 全国でも有数の豪雪地帯で日本最高積雪記録 7m85cm（昭和 20年）を観測 
 平成 23年に長野県北部地震により震度 6強 

 
A チーム サカエーランド この空気召し上がれ 【地域賞 受賞】 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

栄村の施設をそのまま活用してサカエーランドとして開園する。 
解決する地域
課題 

少子・高齢化、人口減少、観光振興 
ターゲット 大学生である「私」（発表者自身）をそのままターゲットと想定 
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項目 事業概要 
提供する価値 今ある地域資源の見せ方を変えて、観光資源へと変えるという価値 
具体的な内容 村の施設を活用したサカエーランドを開園。宿泊、朝食付き、18,280円

（人口に比例した価格とする。現在 1,828人なので 18,280円）というパ
スポート販売する。村役場、スキー場のリフト、古民家、農作業、そば打
ちなどの村の資源をアトラクションに見立ててディズニーランドならぬ
サカエーランドとして開園する。例えば夏場使用していないスキー場リ
フトのワイヤーを活用し、ターザンロープを使って駆け下り、栄村の空気
を飲み込むというアトラクション等。 

想定されるビ
ジネスモデル 

パスポートの物販と観光中のついで買いモデル。 

 
B チーム カッコエエ村 【農林水産賞 受賞】 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

カッコエエ人であるエンジニアとスノーボーダーの栄村への移住定住
を促進する。 

解決する地域
課題 

移住定住の促進、雇用の創出 
ターゲット エンジニアとスノーボーダーの研修を一緒に受けたい人 
提供する価値 スノーボードとプログラミングの合宿研修を実施 
具体的な内容 カッコエエ人はマーク・ザッカーバーク（エンジニア）と平野歩夢（ス

ノーボーダー）と想定。カッコエエ人になりたい 18 歳から 30 歳を対象
にエンジニアとスノーボーダーの研修をする。 
ゲレンデが開いている３か月間にスノーボードの研修、それ以外の 9

か月はプログラミングの研修を実施し、１年間のコースとして行う。スキ
ー場の活用とプログラミングの会社ができることによる村内雇用をつく
る。カッコイイ男性が集まれば、女性も集まり、村の活性化を期待。 

想定されるビ
ジネスモデル 

研修を提供する物販モデルと、参加者が 3 か月研修している間に、村
には食費などでお金が落ちるついで買いモデル。 

 
C チーム 溶けない愛雪のショーウィンドウ 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

雪を活用したショーウィンドウを作り、集客する。 
解決する地域
課題 

観光振興、婚活支援、定住人口増加 
ターゲット 愛を発信する若い男女 
提供する価値 愛の証を永遠に残し、記念の場所を創るという価値 
具体的な内容 生活には負のイメージである雪を有効活用する観点からの提案。雪の

ショーウィンドウと題して、雪を毎年貯蔵することにより、年単位の雪の
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項目 事業概要 
層（ミルフィーユ型）を作り、その雪の各層にカップルの記念の品（願い
を込めたカード等）を閉じ込めて、永遠にその証を残す。インスタ映えす
る風景が出来て、何度も来ていただけることを期待する。 

想定されるビ
ジネスモデル 

ついでに村のグッズ、特産品を買ってもらう。雪を残す技術を確立すれ
ば他の雪国、雪を知らない国に持っていくというビジネスができる。 

 
D チーム ムラ村 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

見た目がユニークなコンテナハウスを家や店舗として利用する。 
解決する地域
課題 

人口減少、少子・高齢化、観光振興 
ターゲット コンテナハウスに住みたい人、観光客 
提供する価値 コンテナハウスのコミュニティ 
具体的な内容 移動が可能なコンテナハウスを使ったコミュニティづくり。８年後に

は現在の人口数を２倍にすることを目指す。スキー場等にコンテナハウ
スを設置し、そこを居住地として移住者に活用してもらう。１シーズンオ
ーナー、賃貸契約、購入モデル等パターンを想定。移動式コンテナハウス
のコンビニ、も設置する。設置した本人だけでなく、そこで人を雇って商
売を行うことも可能。栄コイン（独自仮想通貨）を発行し、村内の経済を
潤すことを想定。 

想定されるビ
ジネスモデル 

コンテナの貸し出し。 
広告モデルを想定。広告として、QR コードで「栄コイン」を出す。栄

村でしか使えないようにし、興味のある人に栄村にきてもらえるように
する。 

 
E チーム 一夫多妻と一妻多夫が許される地域 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

「一夫多妻と一妻多夫が許される地域」と宣言することで、ひとり親等
多様な子育て環境の家庭を呼び込む。 

解決する地域
課題 

人口減少、少子・高齢化 
ターゲット ターゲットとしては、事実婚でパートナーが複数いる方、ひとり親、一

夫多妻と一妻多夫の制度を受け入れられる人等 
提供する価値 地域全体で子供を育てられる住みやすい地域という価値 
具体的な内容 一夫多妻と一妻多夫が許される地域と宣言することで、事実婚でパー

トナーが複数いる方、ひとり親等多様な子育て環境の家庭を栄村へ呼び
込む。そういった家庭に対して、村全体で受け入れ理解を深めることによ
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項目 事業概要 
り、地域全体で子供を育てられる住みやすい地域だとアピールすること
で、移住を促し、人口増へつなげる。日本で唯一の村を目指す。 
一夫多妻制の子は固定概念から外れており都会ではいじめられてしまう

かもしれないが、栄村は、集落同士が遠く離れており安心して暮らせる。 
 

想定されるビ
ジネスモデル 

受け入れて見守るだけのモデル。人口が増加し、村の税収が増加する。 

 
F チーム 生存キャンプ 

項目 事業概要 
突き抜けた 
アイデア 

村の大自然を活用した、普通のキャンプではなく、「生存キャンプ」と
いう災害時等に生き残る術を学ぶ研修プログラムを開催。 

解決する地域
課題 

地域資源の活用、観光振興 
ターゲット 普通のキャンプに飽きてきたキャンプ好きの会社員の家族等 
提供する価値 生存キャンプは普通ではないキャンプをやるということで、生き残る

すべを学ぶ・生存するためのキャンプ。自然の驚異はすぐそこにあるの
で、それを雪山生存キャンプとしてサバイバルスキルを学ぶ 

具体的な内容 豪雪地帯、長野県北部地震被災地、マタギ文化が継承されている地域、
大自然が残っている地域等であることに着目し、外部の人を対象に、山岳
救助隊やマタギ等、専門のプロによる「生存キャンプ」の研修プログラム
を開催。 
雪山生存キャンプは 5日間 30万円のプラン、標準プランは 2日間で 8

万円のプランを提供し、避難所体験プランは一家族で実施する 2 日間 5
万円のプランを用意している。 
とくに雪山生存キャンプは、超絶ハードな雪山でも生き残れる術を学

ぶ 30万円のプランとなっている。 
想定されるビ
ジネスモデル 

キャンプチケットの物販、セコム、スノモービルの広告モデル 
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4. 調査結果と分析 

4－1．参加者アンケート 

4－1－1．アンケートの概要 
(1) 実施概要 

各回のアイデアソンにおいて、参加者の意見を把握するため、アンケートを実施した。 
【アンケート項目】 
・参加区分 
・参加理由 
・地域課題の把握 
・得た知見の地域活性化への活用 
・今後の地域との関わりについての意向 
・地域内外での連携に向けた支援 等 

 
(2) 参加区分 

回答者の参加区分を下表に示す。 

 
参加区分 

  1.一般参加 2.農林水産省
職員 

3.地域参加者 4.その他 総計 

長野編 15 3 1  0 19 
  78.9% 15.8% 5.3% 0.0% 100.0% 

静岡編 29 9  0 1 39 
  74.4% 23.1% 0.0% 2.6% 100.0% 

東京編 19 5 9 9 42 
  45.2% 11.9% 21.4% 21.4% 100.0% 

総計 63 17 10 10 100 
  63.0% 17.0% 10.0% 10.0% 100.0% 
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4－1－2．アンケート結果 
(1)参加理由（複数回答） 

参加理由は、「地域活性化に関心があったため」約 8割、「アイデアソンを通じて他の
参加者が生み出すアイデアに関心があったため」、「「イノベーターの思考回路」に関心が
あったため」約 6割等となっている。 
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３．「イノベーターの思考回路」に関心があっ

たため

４．事例地域や取組内容に関心があったため

５．自地域や団体の取組事例を紹介したいため

６．国の取組を知るため

７．MVP（特別賞品）を目指しているため

８．他の参加者や農林水産省職員等と自由な交

流・意見交換をしたいため

９．その他

参加理由【総計】
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(2)地域課題の把握 

地域課題の把握は、「理解できた（深まった）」約 8割、「ある程度、理解できた（ある
程度、深まった）」約 2割で、ほとんどの参加者が理解できたとしている。 

 
 
(3)アイデアソンで得た知見の地域活性化への活用 

アイデアソンで得た知見を地域活性化にどのような形で活かすかについて、長野編、
静岡編では自由記述式での回答とした。価値創造型でアプローチするアイデアソンの手
法を他地域へ展開していくことへの期待や、自らも活性化活動に参加していきたいとす
る意向が多く挙げられた。 

また、実際に現地を見て地域の関係者の話を聞くことの重要性が指摘された。ＳＮＳ
を通して参加地域をＰＲするなど、継続して地域に関わりたいとする意見も示された。 

選択式で地域活性化への活用について聞いた東京編では、「地域活性化に活かせると
思う」約 5割、「ある程度、地域活性化に活かせると思う」約 4割等、地域活性化に活か
せるとの意見がほとんどを占めている。 

 

73.7%

82.1%

71.4%

76.0%

26.3%

17.9%

23.8%

22.0%

4.8%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

長野編

静岡編

東京編

総計

地域課題の把握

１．理解できた（深まった）

２．ある程度、理解できた（ある程度、深まった）

３．理解できなかった（深まらなかった）

不明（無回答）

１．地域活性化に

活かせると思う

52.4%

２．ある程度、地

域活性化に活かせ

ると思う

40.5%

３．今は活かせな

いが、将来に有益

だと思う

4.8%

４．知見を活かせ

るか今後検討して

みたいと思う

2.4%

5．あまり活かせ

ないと思う

0.0%

不明（無回答）

0.0%

得られた知見は地域活性化に生かせると思うか【東京編】
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(4)アイデアソン後の地域との関わり 

アイデアソン後の地域との関わりについては、「関わっていきたい」とする回答が約 9
割とほとんどを占めている。 

地域を知り、地域の課題解決を考え提案する取組を通して、地域への愛着や関心が高
まり、今後も関わっていきたいとする意見が多く示された。 

今後の関わり方については、観光などで定期的に訪問、情報のフォロー、ＳＮＳでの
情報発信、同様の場を企画してほしいといった内容や、アイデアの実現に向けて組織的
に関わりたい、ビジネスとしての展開を図っていきたいといった意見、副業として関与、
都市部からのバックアップやＩＣＴを活用したサポートなど、多様な意見が示された。 

現地視察がなかった東京編では、アイデアソンを契機に地域への関心が高まり、実際
に現地を訪問し、さらに理解を深めたいとする意見が多く挙げられた。 

 

 
 (5)地域内外での人材、資源、産業などが効果的に連携するために必要な支援 

地域内外での人材、資源、産業などが効果的に連携するために必要な支援について、
以下の５つの観点で意見を整理した。 

 

○地域内外の人材活用やネットワーク形成 

地域内外の人材活用や人材育成の重要性を指摘する意見が多く示された。キーパーソ
ンの発掘と支援ネットワーク、都心部の専門人材の活用、人材データベースの活用とい
った意見が示された。 

84.2%

94.9%

81.0%

87.0%

2.6%

2.4%

2.0%

15.8%

2.6%

16.7%

11.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

長野編

静岡編

東京編

総計

関わった地域とアイデアソン後も関わっていきたいか

１．関わっていきたい ２．関わりたいと思わない 不明（無回答）
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○アイデアソンの継続やアイデアの実現化 

アイデアソンを継続的に他地域でも実施していくことや、提案されたアイデアを地域
で実践していくための支援の必要性が示された。 

地域でのアイデアの実現化に向けては、地域の受け入れ体制や意識醸成の必要性が指
摘されていた。また、地域間の連携による対応が有効だとする意見もあった。 

○情報発信や情報交流の場づくり 

情報発信や、交流機会の充実、日常的な情報交換や交流が可能なプラットフォームづ
くりの必要性を指摘する意見が多く挙げられた。 

関わることが楽しいと感じられること、結果にコミットしすぎない支援など、雰囲気
づくりや緩やかなバックアップを指摘する意見も示された。 

○資金の確保 

クラウドファンディング、協賛金などによる資金確保や資金面の支援に関する意見が
が示された。 

○国の支援 

農林水産省主催として実施した点を含め、国からの支援があると地域の安心感や信頼
感の確保につながるとの意見があった。 

  
(6) 「価値創造型のアプローチ」によるアイデア創出の有効性 

既成概念にとらわれずに発想する「価値創造型のアプローチ」の必要性や面白さが多
く挙げられた。また講師の説明・ファシリテートのわかりやすさも多く挙げられた。 

経験やバックグラウンドが異なる異業種の多様なメンバー間の意見交換での気づき
や意外性を評価する意見が多く挙げられた。 

 
(7)アイデアソン運営の留意点 

静岡編や東京編では、よりじっくりと議論したいとの考えから、グループ数の多さや
時間の少なさを指摘する意見が散見された。一方、アイデア出しを複数のグループでメ
ンバーを代えて行ってはどうかとの意見、4 地域を対象とした東京編では、チームをシ
ャッフルしてもう 1地域について議論したいとの意見もあった。 

また、食事の選択ができることや、部屋割りや服装に関する事前のアナウンスの充実
を要望する意見があった。 
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4－2．職員意見 

4－2－1．職員意見の概要 
(1) 職員意見の把握 

今回のアイデアソンにおいて、各グループの議論に、農林水産省内で募った若手有志
が参加したことが特徴の 1つとなっている。 

参加した生の意見を把握し、今後の運営に活かしていくため、職員に意見や感想をレ
ポートとして提出してもらった。 

 
(2) 職員意見の概要 
■アイデアソンの検討プロセスや内容 
○開催パターン別の意見 

・1日完結型の東京編では、時間の不足、現地視察の必要性を課題としてあげ、ビジネ
スモデルレベルの提案までは困難であった。 

・静岡編では、ビジネスモデルを詰める段階で、アイデアの面白さがそがれる。 

・長野編や静岡編では、農山漁村の課題を自分事として捉える上で、現地に触れ、地域
の当事者から話を聞くことが有効であった。 

○検討プロセスの工夫や留意点 

・自発的なメンバー間の役割分担や、プレゼンに向けたスケジュールの共有がスムーズ
な議論に役立った。 

・PC を各々が持っている状況で長時間のグループワークに入ると、あまり議論が深ま
らず、各々が成果品の作成に没頭してしまう場面が見られたので、班内で議論を深め
るための工夫が必要。 

・突き抜けたアイデア創出に向けた工夫として、資源が持つ本来のイメージと異なる視
点から議論し、客観的な情報を踏まえ、何を売りにすべきかを外部の目で判断するこ
とが重要。地域からの情報にとらわれ過ぎずに、思いついたアイデアの組み合わせを
重視することも重要。 

・円滑なグループ議論進行の上で、人の意見を否定しないことが重要。 
 
■アイデアの実現に向けた課題や工夫 

○地域の体制づくり 

・アイデアの実現に向け、取組の推進のための意識の醸成、住民や行政の協力、連携が
必要となる。そのため、突き抜けたアイデアを受け入れられる地域の人材確保、地域
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住民の主体性、行政による地域住民主体の行動のバックアップなど、地域が主体とな
った体制づくりが必要である。 

 

○農林水産省の支援 

・取組を推進する上で、一部の主体のみの利益につながるものではなく、地域全体の活
性化に有益であるとの理解を共有する必要がある。「農林水産省の職員とともに生み
出したアイデア」というストーリーが、地域において地域住民の合意を得る上で有効
ではないか。 

・農林水産省が SNS や HP 等を通じてイベントの様子や結果等を PR することは有効
だった。 

 

○都市部住民等との連携やネットワーク 

・アイデアの実現のためには、多様なノウハウや技術の結集が求められる。地域のシー
ズを補完し、企画を実現するために外部からの担い手の確保の必要であり、他地域に
展開できるか否かは「アイデア」よりも「人」が重要と感じた。 

・今回の参加地域と参加者の緩やかなネットワークをつくり、継続して検討する体制を
構築してはどうか。 

・アイデアの実現においては様々なスキル（マーケティング、PR、プレゼンなど）が
必要となり、地域のみで対応することが困難なケースも想定されることから、スキル
を持った人材をマッチングする仕組みづくりが必要ではないか。 

 

○資金面の支援 

・アイデアの実現のためには、資金が必要となり、広く資金を募る工夫が求められ、ク
ラウドファンディングなどによる運営資金の調達支援を行うべきではないか。 

 
■地域との関係づくり 

・地域に実際に触れ、考える経験が、自分事として考え、地域のファンになる可能性や、
再訪や将来の移住のきっかけとなることなど、地域に継続して関わる契機として有
効な取組である。 

・関係人口の 1つの形態であり、参加した地域への関心を持ち続け、今後のつながりを
大事にすることを通したさらなる発展の可能性が期待できる。 
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■アイデアソンの全体的な有効性 

・アイデアソンは、他人のアイデアに触れることで、新たなアイデアがわくという、一
人では思いつかないものが出てくるため、アイデアを創出する手法としては非常に
有効と考えられる。 

・価値創造型のアプローチでアイデアを創出するためには、地元住民だけではなく、地
元住民以外の者と一緒に話し合いをすることが有効である。また、アイデアを提案す
る際、ターゲットを、地域外の観光客や移住希望者などの人々を対象とすることで、
より効果が期待できる。 

・これまではその地域に関係のなかった人たちが、その地域のことを知って、アイデア
出しを行ったことに意味がある。少なからず関係人口が増えるため、今後、意外なと
ころで新たな取組につながるような、波及的な効果が期待できる。 

 

4－2－2．主な職員意見 
(1)アイデアソンの議論検討のプロセス、地域課題解決に結びつける際に発生する
課題等 

１）東京編 
・出されたいずれのアイデアも町外の人と繋がる・呼び込むという視点が共通している。
地域課題に結びつける過程で発生する課題としては、町外の人を振り向かせ、足を運ば
せるインセンティブをどこまで作れるか、また、イベントであれば参加する本人にお金
を落とさせるか、イベントの動きに価値を見出す第三者（企業等）に金を落とさせるか
は、時間内で詰められずに終わった。 

 
・地域課題を考える前に、自分がやりたいことを考えてから、それに地域課題を結びつけ
るという手法については、役人側の方がたくさん紐付けができていた（一般の方は苦手
なようだった）。 

 
・短い時間ということもあり、独自性やストーリー性あるアイデアの構築を行うことに苦
労。また、当該取組による関係人口の増加にどのような効果をもたらすことが出来るか
等の検討が不十分であった。 

 
２）静岡編 
・よそ者が思いつきで考えたことは、地元の実情にマッチしない可能性も大きく、注意が
必要である。また、プレゼン時に特段問われなかったものの、地域の人数が足りていな
い中、発表した案を運営する者を想定するのは難しい。さらに、民泊での食事提供など、
地域の人の負担をさらに増やす案を出すことは避けた。 
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・Ａさん、Ｂさんが市職員等へ聞き取りを行い、Ｃさんは模造紙作成、Ｄさんは、スライ
ドの最終調整など、分担して検討した。 

 
・アイデアについては、趣旨説明等でも突き抜けたアイデアを求める旨の発言があったた
め、その資源が持つ本来のイメージと異なる視点を絡めることに重点を置いた。 

 
・アイデアの実現には、中心人物として突き抜けたアイデアを出せる（受け入れられる）
地域住民がいるか否かが重要になってくるように思う。 

 
・分野によって、詳しい詳しくないの個人差が出てしまい、アイデアに偏りが生じたと感
じる。 

 
・誰が音頭をとるのかによって、やり方見せ方が変わってくるので、オーガナイザーをど
うするかは課題。あとは資金面で、いかにマネタイズしていくかが重要。 

 
３）長野編 
・PC を各々が持っている状況で長時間のグループワークに入ると、あまり議論が深まら
ず、各々が成果品の作成に没頭してしまう場面が見られたので、班内で議論を深めるた
めの工夫が必要と感じた。 

（例えば、PCは発表資料作成まで使用しないとか、メンバー構成を変更するなど） 
 
・参加者は、これまで農山漁村の課題を自分事としてとらえる機会が少なかったため、役
場の方や現地の方のお話を聞くことは、アイデア出しの準備として非常に有効な準備だ
った。 

 
(2) アイデアを実現していくために必要なこと 

１）東京編 
・地域外からの移住者が町おこしをやっている場合、地域住民との距離を縮める必要があ
る。この場合、「農林水産省の職員とともに生み出したアイデア」というストーリーは、
地域住民を納得させる材料になるのではないかと思う。農林水産省が SNS や HP 等を
通じてイベントの様子や結果等を PRすることで、更に説得力を増させるのではないか。 

 
・アイデアの実現においては様々なスキル（マーケティング、PR、プレゼンなど）が必要
となり、地域の方のみで対応することが困難なケースも想定される。その場合は、スキ
ルを持った人材と当該者をマッチングさせることで、実現の可能性を高めることができ
るのではないか。 

 
・アイデアを実現していくために必要なことは、そのアイデアをおもしろいと思う仲間と
一緒にやることだと思う。さらに、そのアイデアを実現していくに当たっては、面白が
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りながら、現実的にプランニングできる人たちが必要かと思う。 
 
・ 今回の経験から、頭のやわらかさと、戦略的思考の両方が必要だと思った。それを兼任
できる人か、それぞれの特徴を持ちつつ、相手の話を柔軟に受け入れられる思考の人達
が集まることができれば良いと思う。 

 
・アイデア実現に必要なことは、何よりも、外部の人間が面白がって出すアイデアを当該
地域の方々が真剣に受け止めること。出したアイデアが実現に向けて動いていくことが
見えれば、外部の人間もそれに応えて次のアクションを起こす気になる。 

 
・アイデアを実現していくためには以下の事項を整理することが必要。 
① 地域の理解を得る 
② 運営事務局の立ち上げ（前向きに取り組む人材確保） 
③ 運営資金の調達（初期投資） 
④ イベント内容の立案 
 当方としては、③及び④についてサポートできると考えている。例えば、初期の運営資
金の調達については、クラウドファンディングやふるさと納税の仕組みを利用すること
や、地方創生推進交付金の活用も想定され、これらの手法の検討に当たって、情報収集
や助言が可能と考える。イベント内容の立案に当たっては、アイデアソンの手法も参考
に、地域のワークショップに参画する等の対応も考えられる。 

 
・まずは現地に行くことが大事だと思う。市の説明を聞いて、現地の方には普通でも、外
部の人間にはすごいと思うことがたくさんありそうだと感じた。 

 
・もっと時間があればというのが正直な感想。話がまとまれば、もう少し実現性のありそ
うな内容になったかもしれない。アイデア自体は原石のようないい部分があったと思う。 

 
・短い時間でのアイデア出しであったので議論の熟度は未熟であり、アイデアそのものを
実現させていくためには、更なる議論が必要であると考える。町役場職員から、関係者
や関心のある方に対して、今回のアイデアや議論の過程等について共有していただき、
その後に、アイデアの実現に向けて関係者等との意見交換の場が必要であると考える。 

 
・アイデアを生み出すには、地域住民との交流や現地への視察を何度も行う必要があると
思った。 

 
・ビジネスとして成立させるには、ビジネス感覚がある者（コンサルなど）もメンバーと
して必要だと思う。 

 
・民間企業とのコラボがかなり重要だと思われた。 
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２）静岡編 
・他のチームのアイデアを聞いていても、ビジネスモデルを詰める過程で面白さは削られ
ていくだろうなと感じ、アイデアというよりも誰かの「やりたい」という願望を守り抜
く軸をしっかりさせて作ることが大事だったのだろうなと思った。 

 
・地元の方にはイベントを企画する余力がないことから、企画を行うための外部の人手、
できれば静岡市内の若い人を集める必要がある。 
活動を支援していくために、職員自身を含むグループメンバーに余力があればイベント
開催の事務局の一員となり、企画立案や資料作成などを行うことが望ましい。あるいは、
スポンサー集め等東京でできる作業について、こちらで請け負うことができるだろう。
（ただし、スポンサー集めについては、一企業・一地域を利することとなるが、通常業
務とは区別して、営業のような活動も一部やむを得ないという省内での整理をしてもら
う必要がある。） 

 
・アイデアを実現するためには、今回参加メンバーのつながりを、お互いに無理のない範
囲で存続させ、必要に応じて協力できる体制づくりが必要ではないか。 

 
・最も必要なことは、地域住民が主体となって行動することだと思う。特産物等を活用し
たアイデア、企業を活用したアイデアなど様々なパターンがあるかと思うが、地域住民
が主体となって行動し、行政等がその活動をサポートするという形が最も理想的だと思
う。 

 
・行政が主体になってしまうと、予算が付かなくなった時点で事業が終了してしまうなど、
持続した取組とならない可能性が高い。このため、地域住民が取り組んでいる活動に行
政も加わり、地域振興に官民一体となって取り組む、という流れが必要かと思う。 

 
・今回参加メンバーのつながりをコミュニティとして存続させ、必要に応じて協力を要請
できる体制づくり。今回の参加者が自らのビジネスとして参画できれば理想的 

 
・SNS等で奥静発の情報の拡散のお手伝いをするほか、具体的な相談事項の対応、都内で
のイベントの協力等、具体的な要請があれば積極的に対応したい。 

 
３）長野編 
・アイデアを実現するためには、村の人達（役場の人、住民）をいかにその気にさせられ
るか。役場の人も重要だが、役場以外の住民が主体的に動ける環境づくりが必要ではな
いか。 

 
・アイデアを実現していくためには、我々が真剣に考えることも重要だが、いかに栄村の
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中の職員や住民を本気にさせ、巻き込み、最終的には、その地域の人が主体的に動くこ
とで実現につながると考える。外の人間が何か変なことを考えている、我々もやろうと
思わせることが重要。（当然、その過程で全く違うアイデアが出てきても良い）。 

 
・栄村と今回の参加者で緩やかなネットワークをつくること 
 
・ネットワークの中に農水省職員も入り、義務的ではないが、引き続き面白いアイデアを
実現するための議論を継続する。 

 
・アイデアは組み合わせが必要である。ハッカソンのように、比較的短期間でめざましい
アイデアを提案するためには、よく話し合うよりも思いついたアイデアを組み合わせる
ほうが良い。アイデアに様々な意味づけ（継続性や安全性、利回りなど）を見出そうと
すると破綻が生じやすい。それよりも、既存の事業をとがらせたり、別のアイデアと組
み合わせることで目立たせていくことが大事である。 

 
(3) 他の地域でも活用可能なアイデアの出し方 

１）東京編 
・他地域に展開できるか否かは「アイデア」よりも「人」が重要だと思う。実行者が信念
を持って取り組み、地域に失敗を受け入れる雰囲気があれば、それなりのアイデアであ
れば展開できるのはないか。 

 
・今回のアイデアの出し方（まずはどんどんアイデアを出す→後から社会課題と結びつけ
る）というやり方は、とても面白かった。思考の壁を取り払い、どんどん自分達がおも
しろい、と思うものを追求する。はじめは、独善的になってしまうことがやや心配でし
たが、むしろ、「とがった」、言い換えれば「目立つ」「おもしろい」アイデアがどんどん
出てきた。通り一遍の金太郎飴のようなアイデアで取り組むよりも、ずっと面白く、担
い手も出てくるかもしれない。他にない、Only Oneをつくる、という意味で。（アイデ
ア次第かも知れない…） 

 
・地域の課題や概要をはじめに学ぶ→大喜利風にアイデアを自由に考える→マネタイズす
る方法を考える、という順番は、チーム内の壁を低くする上でもおもしろいと思った。 

 
・ 地域にあるものを活かして、他とは違うことをやりたい、と思う方々がいる地域にと
っては、とても良い。 

 
・ 他の地域どころか、最近、水産女子プロジェクトなど農水省の仕事でも新しい事業を
開拓する分野が増えていると思うので、自分達の仕事にも取り入れたいと思いった。 
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・班に一人ずつ地域の方がいらっしゃると、より良かったかもしれない。 
 
・最初の地域プレゼンで、地域の人が売りにしたい特徴だけを挙げるのではなく、客観的
な情報やネガティブなもの（矢祭であれば住基ネットへの抵抗など）も含めて、ひとと
おりの情報を提示し、何を売りにすべきかは外部の目で判断することが重要ではないか。 

 
・価値創造型の思考は非常に面白く、自由な発想ができるので、今回のように地域外の人
達が取り組むアイデアソンだけでなく、地域住民が取り組んでも効果を発揮すると考え
る。 

 
・当グループは男女比が１：１で、年齢層も幅広かった（大学生も）ので、ベクトルの全
然違うアイデアが出て大変盛り上がった。グループ構成はいろんな属性の人が入るよう
にできると効果が高いのではないかと考える。特に大学生の方は、「こうだったら面白
い」という純粋なアイデアがどんどん出てきていたので、中高生も含めた若手を入れる
のが良さそう。また、地元住民と外の人を組み合わせたグループがあっても面白そう。 

 
・その地域にしかない資源（農林水産物や文化、地域の歴史（ストーリー）など）を最初
にピックアップし、そこに、自分の趣味や流行など、とりあえず組み合わせてみること
で、意外な組合せのアイデアが見えてくると感じた。 

 
・事前に地域の特性や課題等を沢山聞いてしまうと、それに応じたその地域限定のアイデ
アが出てしまう傾向にあると思うので、思い切って事前説明は必要最小限若しくはゼロ
にするという手法は如何か。 

 

２）静岡編 
・アイデア出しの段階から PCで記録を残せるようにした方が良いのではないか（せっか
く農水省職員が入るのであれば書記として職員が記録を取ればよかった）と思った。 

 
・課題解決型の話し合いは大事なプロセスであるものの、どうしても課題ばかりが目につ
き、気が滅入ってしまう。このため、アイデア先行、ワクワク感を醸成する価値創造型
のアプローチの導入が重要と感じた。また、我が班では夜通しアイデアを出そうとする
ことなく短い時間で出したアイデアがうまくまとまったことから、時間を区切った打合
せが意外と効率的なこともあると感じた。 

 
・地元住民だけではアイデアが地元の慣習の域を出ない、あるいは地元住民では言いづら
いことを言えないという状況もあることから、地元住民以外の者との交流を行うことが、
慣習の殻を打ち破る一助になると感じた。 

 
・ワクワク感を大事に行う価値創造型のアプローチが必要であると感じた。その地域なら
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ではの他には真似できないアイデアが生まれる可能性がある。また、チームでアイデア
を出し合う際には、お互いの意見を尊重し、否定しないこと、案として出た各人のアイ
デアを組み合わせることも必要である。 

 
・地域ごとに住んでいる人と取り巻く環境が違うので、現地の視察と人との交流はアイデ
アを出す上で最も重要だと思う。 

 
・如何にその地域独自の取組を考えつくかが重要になると思う。そのための手段として、
地域住民が集まって議論するのではなく、様々な業種、様々な地域の人々が集まり議論
し、突き抜けたアイデアを考える「価値創造型」のアイデアソンは画期的だと思う。 

 
・「価値創造型」は、地域外（観光客や移住希望者））の人々を対象とすることで、より効
果が出る手法だと思う。 

 
・考え方を学び、地域を体験し、アイデア出しを行うという今回の手法は有効。あまりか
っちりしすぎないゆるめの場も、自由な発想には有効。 

 
・やりたいという自治体が多ければ、谷中さんのようなメンターになる方＋企画運営のお
手伝い要員数名を派遣し、運営自体は地域でやってもらう形の派遣制度を作ってみては
どうか。 

 
・オンリーワンでかつ、ついつい興味を持ってしまうアイデアをだす方法が良いと思う。
今回、価値創造型という考え方でアイデアソンを行ったが、この考え方でいいものが出
てきて実行する力があることが重要だと思った。 
この思考法はトレーニングで力がついていくものだと思うので、そうした発想力を持っ
た人を地域で抱えるのではなく、シェアしていくことで大きな波及効果がうまれるので
はないかと思った。 

 
・その地域特有の資源を見出し、外から見て「訪れたい」と思ってもらうためのコーディ
ネート（活用）する観点を持ち、アイデアを考える手法が応用可能だと感じた。 

 
・アイデアを出すにあたっては、その地の名産品や景観などに実際に触れることが大切だ
と思うので、その点で今回のアイデアソンに組み込まれていた現地視察はとても有意義
であると感じた。 

 

３）長野編 
・地域がもっている資源が何かを書き出してみることで、その資源を組み合わせて新たな
アイデアがでてくることが多かったので、活用できるかどうかを考えるのではく、地域
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のいいところを書き出してみるのが有効だと感じた。 
 
・すでに存在するその地域の資源を使って、見方を変えてその資源を活用したアイデア出
しを行うということが必要ではないかと考える。その地域の資源を使うことによって、
地域ならではの他には真似できないアイデアが生まれる可能性があると考える。アイデ
アの出し方としては、１つのアイデアだけでなく、一見互いに関係なさそうなアイデア
を組み合わせると独自の面白いものが生み出されるのではないか。 

 
・今回出たアイデアは、もちろん栄村にある良さを活かしたものではあるが、類似した他
の地域でも展開可能だと考えている。逆に言えば、「人口減少の進む、自然豊かな地域」
全てに当てはまるものであり、その地域の良さをもっと活かして、その地域でしかでき
ないアイデアをどう引き出して行くかが課題ではないか。 

 
・これまで農山漁村との縁が薄かった異分野人材が農山漁村の抱える課題を検討すること
で、玉石混交ではあるものの、これまでの議論の延長線上では生まれにくかった、多様
で数多くのアイデアが生まれた。そのためには、地域の熱意とともに、農林水産業に関
する基礎知識のない方に地域の現状についてわかりやすく説明するスキルと、議論を円
滑に進めるファシリテーターの存在が不可欠と感じた。 

 
(4) アイデアソンの有効性や全体的な意見・感想 

１）東京編 
・アイデアを捻りだすためのプロセスは、他の政策をテーマに活用しても面白いと思った。
例えば、「輸出拡大」「新規就農者」などをテーマに議論すると、既存施策とは違った視
点のアイデアがでる可能性がある。 

 
・ 時間は、正直、短いと思う。一方で、家庭の事情等で休日にあまり時間を避けない人も
大勢いると思うので、そういう方々が参加できるようにするには、ちょうどよい気もす
る。 

 
・イベント全体の進行も含め、過度に完成されずに手作り感を残した今回程度の仕掛けは
丁度よかったのではないか。この手のテーマに関心を持つ方は、何かしら今の高度にシ
ステム化された社会にはない何かを求めているような印象があり、その点ではお膳立て
されすぎた仕組みを作ると、自らが何かを作り出している感が失われると思料。一方で
保守的な自治体は、「これさえ（機械的に）やれば面倒なことをせずにイベントでアイデ
アが出てくる」というものを求めがちと思われるため、そのマインドセットを変えるた
めの仕掛けを国から早い段階で考える必要があるのではないか。 

 
・実践を通じて「価値創造型」の思考の端緒をつかむことができた。「面白いこと」の発想
が先行し、地域課題への紐づけは後からでいい、という手法が目からうろこだった。 
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・今回のように地域外の人が行うだけでなく、街づくりを担っていく地域の住民、行政の
人がしがらみを一旦横に置いて「どうしたらこの街が面白くなるか」の一点のみに集中
してアイデアソンに取り組む機会が持てると盛り上がるのではないか。 

 
・今回は一日だったので、ビジネスモデルの詰めまでは行きつかなかった。面白さ、尖っ
た感じを損なわず、ビジネスとして成り立つように仕立てていくところに難しさを感じ
た。 

 
・アイデアソンを行う中で、どうしてもコンテンツの議論に集中しがちで、そもそものコ
ンセプトを見失うことがあった。実際にプロジェクトを行う場合は、何をコンセプトに
行うのか、やる側にとっても、第 3者からみても心に響くコンセプトづくりが重要であ
り、議論の中でコンセプトを見失わないように注意が必要と感じた。 

 
・アイデアソンによりぶっ飛んだアイデアを作り出したあと、実行段階では丸まってしま
うと思うので、実行のプロセスにも入り込んで、アイデア創出と実行の両方に携わる人
間が必要と感じた。 

 
・１日の取組で、地域の方に具体的に提案できる内容まで作り上げるのは、今回のやり方
だと難しい。イノベーションの講義としては素晴らしい内容。地域の方々にとって、意
外なヒントは得られるかもしれない。 

 
・町役場や農山村振興に関心のある多くの方が、課題解決型でなく価値創造型のアイデア
ソンを知り、実践してみることで、役場で農山漁村の振興に関わっておられる職員が、
これまで単に仕事・業務として取り組まれるところから、積極的かつ楽しく農山村の振
興に向けた議論が行なわれ、その結果、仕事に対する見方や姿勢が大きく変化を起せる
効果的なツールであると実感した。 

 

２）静岡編 
・地域の方を対象にしたワークショップでは実現性の観点から全世代男女入っていること
が重要だと思うが、短期間のアイデアソンにおいては、属性の似た方を集めた方が尖っ
た提案になるのではないかと感じた。 

 
・共感できることが多い属性同士（体育会系、会計士コンサル系、法律系、イベント好き
系、田舎暮らしに興味のある女性等）でグループを組んだ方が貢献できるアプローチや
嗜好が近く議論も盛り上がるのではないかと思った。 

 
・イベント参加慣れしている人ばかりではなく、静岡に縁がある人、田舎暮らしや農業に
興味がある人が自分ごととして参加されていたことは、イベントの波及効果という観点



46 
 

ではすごく良かったと思う。 
 
・参加者の中には、自分の経験値とする、楽しむという意識が前に出ている方もおり、税
金を使ったイベントであり地域ファーストで取り組むべきことを募集段階で強調して
も良いのではと思った。グループ分けがとても大事だと感じたので、予め操作できるよ
う、応募フォームにはもう少し人となりがわかるような情報を記入してもらうべきでは
ないかと思った。 

 
・自然な役割分担がなされたことがよかった。 
 
・イベントの細部に至らなくとも、そのコンセプトである「香り」の重要性を地元の皆さ
んと共有できたことがよかった。外部の者と地元の方の間で、共有できる価値があると、
突飛な案でも地元の方に受け入れやすくなるのではないかと感じた。 

 
・「価値創造型」のアイデアソンは、参加者としても、前提として突き抜けたアイデアを求
められているため、普段はなかなか出しにくいアイデアを積極的に提案できるという心
理的なメリットもあると思う。 

 
・はじめて「価値創造型」のアイデアソンに参加したが、科学技術や電子機器の発達によ
り、一昔前には想像もつかなかったアイデアを実現することができるようになっている
と思う。 

 
・価値創造型の考え方についてあらかじめインストールした上で、価値創造型縛りでアイ
デア出しをするというのはアイデアを出す方法として有効。私も一人で考えたのでは思
いつかないようなものがいろいろ出てきた。 

 
・振り返ると、事業化を視野に継続的な関係を構築するには、地域の方ともっと関係を深
める場が必要と感じた。なお、地域の方との関係性を深めるという点からは 36 名とい
う参加者はやや多い印象。 

 
・具体的な地域に実際に触れ。その地域について考える機会を持つことで、その地域の問
題が自分事になる。仮にアイデアが事業化にはつながらなかったとしても、地域のファ
ンづくりの手法としても有効だと感じた。 

 
・集落単位より、もう少し大きな範囲（地域）でアイデアソンを実施してみたいと思った。
限られた資源でアイデアを出すことに苦慮した。 

 
・最初に谷中先生からプレゼンいただいた内容が、本当におもしろく有意義で、考え方を
少し変えるだけで、だれでもイノベーターになれるかもしれない、と思えて、とてもワ
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クワクした。 
 地域の方々を巻き込みながら進めていく今回の手法は、参加者にとっても、地域の方々
にとってもとても刺激的で、町のこれからを考えていくうえではとても有効な手段であ
ると思った。 

 

３）長野編 
・自分では思いつかない意見や発想に触れることができ、他人のアイデアに触れることで
新たなアイデアが沸くという経験ができ、地域活性の手法に悩む地域で新たなアイデア
を収集するには非常に有効な手法だと感じた。 

 
・チーム編成は非常に重要だと感じ、チーム内に偏った考え方をもつ者がいるとなかなか
話を進められず、意見をまとめるのが難しく感じた。 

 
・アイデアソンに参加して感じたことは、これまではその地域に関係のなかった人達が、
その地域のことを知って、アイデア出しをしたということに意味があると考える。少な
からず関係人口が増えるので、今後のつながりを大事にしていけば、思わぬところで、
何かが生まれる可能性を秘めていると思う。 

 
・アイデアソンの話し合いでは、人が出した意見に対して、否定的なことは言ってはいけ
ないということが実感できた。一度否定してしまうと、そこで議論がしぼんでしまうの
で、お互いに妥協点を見つけて、最終的に同じ方向へ向かうよう協調することが大事で
ある。 

 
・本質ではないし、根本的な解決策ではないが、特定の地域でやることにはすごく意味が
あると思う。第一に、少なくとも参加者はその地域のことを知るし、何かのきっかけで
再び足を運んだり、移住するきっかけになると思う。 

 
・参加者がアイデアソンで賞を取ることにモチベーションを感じ、ほぼ徹夜でプレゼン準
備をしている参加者もいたことから、地域課題を考えるきっかけとしてアイデアソンが
有効であると感じた。 

 
・この取組が成功するためには、今回でた意見の細部（付箋レベル）までさかのぼって、
地域にとって実現可能性やメリットがありそうなものを本気で検討することが必要と
感じた。 

 
・また、参加者との緩やかな関係を継続することで、栄村役場の外野として、栄村につい
て関心を持ち（もしかすると考え）続ける動機づけになると感じた。 

 
・時間制限があったり、翌朝すぐの中間報告にすると、より突き抜けたアイデアが出やす
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いのではないか。 
 
・評価基準があいまいだったので、YouTubeと参加者、村の方々を持ち点配分して、投票
式でアイデアを採点してもらいたい。ただし、項目も実現性と事業性、新規性の 3項目
で分け、配点も新規性だけダブルカウントにすれば、参加者がこぞって面白そうなアイ
デアを出してくれると思う。自分が面白いと思ったことを、どうやったら他人にも面白
そうと思ってもらえるかが重要。 

 

4－3．本事業の成果と３パターンの評価 

4－3－1．取組の成果 

【地域課題解決手法としてのアイデアソンの有効性】 

今回試行したアイデアソンは、様々なメンバーで構成される外部からの視点で地域資
源を改めて捉え、地域課題解決や活性化に向けたアイデア創出を行う有効な手法として
評価された。 

アンケートでは、ほとんどの参加者が地域活性化に有効と回答し、何らかの形で継続
して参加地域に関わりたいとする意見も多かった。 

 

【価値創造型アプローチによるアイデアの創出】 

従来の課題解決型ではなく、価値創造型アプローチによるアイデアの検討を通して、
それまで地域で思いつかなかったアイデアが創出された。 

価値創造型アプローチにより自由な発想で検討し、突き抜けたアイデア出しをするこ
とによって、あえて地域の資源が持つ本来のイメージとは異なる視点からの議論を重視
した、出されたアイデアの組み合わせ方を重視したなど、各グループでアイデア出しの
工夫がなされた。 

多様な職種、年代のメンバーでの議論を通して、普段は思いつかないような発想や気
づきに結びついたとの意見も多かった。 

 

【継続的な地域課題解決に関わる契機となる可能性】 

対象地域の現地視察やヒアリング、地域からの現状と課題の説明を受けるとともに、
地域資源を活かしたアイデアを盛り込んだ提案を行う一連のプロセスを通して、地域を
知り、地域への関心を深める場となった。 

情報の収集・発信を始め、今後も何らかの形で地域に関わっていきたいとする意見が
多く、地域外の人材を活かして継続的な地域課題解決を展開していく契機となった。 
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【国が主催し参加する意義や効果】 

農林水産省が主催者となることで、取組への信頼感や安心感の醸成につながり、自治
体においても地域住民や企業などの協力を得やすくなる利点がある。 

農林水産省の職員が議論メンバーとして参加したことで、進行やとりまとめなど、円
滑な運営ができた点も指摘されている。 
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4－3－2． 開催パターンごとのメリット、デメリットの検討 

実施した 3パターンごとに、メリットとデメリットを下表に整理した。 

 
アイデアソンの実施パターン別のメリット、デメリット 

 

 
  

 メリット デメリット 

1日完結型 ○時間や参加者の負荷 
・1 日の日程であり、参加者の
負荷は最も少ない 

・日程を合わせやすい 
○現地の実態把握 
 － 
○アイデアの創出や共有 
・特性の異なる 4地域を対象と
したことで、他地域のアイデ
アが共有できた 

・斬新さや面白さがあるアイデ
アが出やすい 

○時間や参加者の負荷 
・最も議論時間が短く、とりまと
めが困難 

 
○現地の実態把握 
・現地視察がないため、地域から
の説明資料ベースでの情報共
有に留まる。 

○アイデアの創出や共有 
・時間が短く、提案に落とし込む
ことが困難との意見があった 

 

1泊 2日型 ○時間や参加者の負荷 
・議論時間が多くとれる 
○現地の実態把握 
・参加者のニーズに応じた現地
視察を組み立てやすい 

・現地で実際に触れた内容を提
案に取り入れることが可能 

○アイデアの創出や共有 
・現地視察を含め、じっくりと
提案を検討できた 

○時間や参加者の負荷 
・参加者の負荷は 2泊 3日型に次
いで大きい 

○アイデアの創出や共有 
・アイデアを提案へと落とし込む
中で、斬新さや面白さと現実性
との兼ね合いに苦労 

2泊 3日型 ○時間や参加者の負荷 
・議論時間が最も多くとれる 
○現地の実態把握 
・参加者のニーズに応じた現地
視察を組み立てやすい 

・現地で実際に触れた内容を提
案に取り入れることが可能 

○アイデアの創出や共有 
・複数回の現地視察を含め、じ
っくりと提案を検討できた 

○時間や参加者の負荷 
・拘束が 3日にわたるため、参加
したくても日程が合わない参
加者が多くなる 

 
○アイデアの創出や共有 
・アイデアを提案へと落とし込む
中で、斬新さや面白さと現実性
との兼ね合いに苦労 
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4－4．農山漁村アイデアソン「農村インポッシブル」の今後の活用 

4－4－1．開催パターンの分析 

1日完結型、１泊２日型、２泊３日型の 3つの開催パターンでアイデアソンを開催し、
各パターンのメリットやデメリットを検証した。検証の結果、1 日完結型は、東京で開
催したこともあり、人が集まりやすい反面、議論の時間が少なく、アイデアをとりまと
め、グループ内で熟度を高めて提案することが困難となることが分かった。また、泊ま
りで開催することにより参加者全体のヨコのつながりが形成されたが、1日完結型では、
議論を行ったチーム外につながりが形成されにくかった。 

2泊 3日型は、議論の時間や現地視察の時間がとれる反面、多くの参加者が見込める
休日に実施する場合、3 連休に実施する必要があり、実施可能な日程が限定される。ま
た、3日間を要するため、参加者の負荷が大きくなることが分かった。 

１泊２日型は、２泊３日型と比較すると期間が短いため、実施可能な日程も多く、対
象地域との実施日の調整が容易であることに加え、比較的参加者の負担も小さいことか
ら、希望者を集めやすかったように感じる。 

現地で実施するか、人が集まりやすい東京で実施するかという点については、現地を
実際に見ることで地域への理解が深まり、また現地で地域の様々な方に会うことができ
るというメリットがあるので、現地での開催を推薦する。 

最終的に、今回アイデアソンを３パターンで実施した結果として、1泊 2日型の現地
開催を推薦する。 

 

4－4－2．アイデアソンの実施方法の分析 

対象地域については、今回のアイデアソンでは、自分の地域で開催したいという立候
補の連絡があった地域で開催したため、アイデアソンをスムーズに行うことができたと
考えられる。これは、現地での事前準備と運営を地域の方々が中心となって行っていた
だいたからである。アイデアソンを実施する対象地域において、自らの地域に危機感を
持ち、自分の地域を何とかしたいという強い想いを持った人がいるということは重要で
ある。 

今回のアイデアソンの参加者については、様々な分野の地域外からの参加者が集まり
開催できた点は評価できるが、議論の場に対象地域の方の参加が少なかった点は反省点
としてあげられる。地域の方をしっかり巻き込むことで、創出されたアイデアの実現へ
向けてのアクションがとりやすくなると考えられる。よって、今後アイデアソンを実施
する場合には、参加者募集フォームに地元とどのような関わりがあるかどうかを記入す
る欄を設けるなど工夫をすることが望まれる。 
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アイデアを出しやすくする仕掛け、価値創造型のアプローチの伝え方等、プログラム
進行の核となる部分に関しては、経験豊富なファシリテーターの存在が必要不可欠であ
る。 

 

4－4－3．新たな支援策としてのアイデアソンという手法の評価 

農林水産省の職員も、アイデアソンの議論に参加して、現地を実際に訪問し、地域外
からの参加者と交流しながら、価値創造型のアプローチのアイデアソンを経験すること
ができた。今回の経験で、農山漁村地域の現状を把握でき、様々なアイデアの創出プロ
セスを通じて、今後の政策立案をする際の考え方に役立てられるのではないかと考えて
いる。 

参加者間や参加者と地域のつながりを維持していくために、既に立ち上げた
Facebook グループを通じて、継続して情報交換や交流を行っていく。行政主導ではな
く、アイデアソン参加者を含む関係者の自主的でゆるやかなつながりが今後なにか新し
い活動を産む可能性があると考えている。 

今回のアイデアソンでは、地域外からの参加者の視点を入れることにより、地域資源
を活用して新しい仕事を創出するといった地域内での話し合いでは出てこなかったアイ
デアを創出することができた。これまでにない斬新なアイデアを創出する手法としては、
非常に有効であると考える。 

また、近年、地域の活性化につながるとして注目されている概念に、「関係人口」があ
る。「関係人口」とは、観光ではなく、その地域にかかわりたいと思って地域に足を運ん
でくれる人である。今回のアイデアソンでは、参加者がその地域に興味を持って、地域
の活性化について地域の人や農林水産省の職員と一緒に議論することにより、「関係人口」
が生み出されたものと考えられ、この人材が、今後の地域活性化に関わることが期待で
きる。 

 

4－4－4．今後のアイデアソンの活用 

今回の取組は、参加者や地域に好評であり、新しい発想で地域資源を活用しつつ課題解
決を図る手法として期待できる。今後のアイデアソンの活用として、農林水産省の農山漁
村振興交付金の地域活性化対策（活動計画策定事業）を活用することにより、今回実施し
た地域以外の地域でも、農村インポッシブルの手法を活用していくことが考えられる。 

この地域活性化対策（活動計画策定事業）では、アドバイザーを活用したワークショッ
プ等による農山漁村が持つ豊かな地域資源を活用した地域の創意工夫による地域活性化
のための活動計画づくりの支援、活動計画に掲げられた取組を実施するための体制構築、
実証活動等が支援できる。この事業の実証活動のひとつとして、農村インポッシブルの手
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法を用いたアイデアソンを実施することができる。 

 
「農村インポッシブル」に興味を持たれた方は、農林水産省農村振興局農村計画課農村

政策推進室まで連絡されたい。  
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参考資料 
■ Web サイト 
【農村インポッシブルトップページ】  
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【長野編 栄村】  
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※以降のプログラム構成、思考インストール、ミッション、アイデアソン説明、ナビゲーター紹介、ネットワーキン
グは各地域共通 
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【静岡編 静岡市】  
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【東京編】  
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■ 参加者アンケート 調査票 

 

農山漁村アイデアソン  農村インポッシブル  参加者アンケート 

 
問１ ご氏名、参加区分をお伺いします。 
《ご氏名》                
 
       

 《参加区分》（○は 1 つ） 
１．一般参加 ２．農林水産省職員 ３．地域参加者 
 

 
問２ 今回のアイデアソンに参加した主な理由についてお聞きします。（○はいくつでも） 
１．地域活性化に関心があったため 
２．アイデアソンを通じて他の参加者が生み出すアイデアに関心があったため 
３．「イノベーターの思考回路」に関心があったため 
４．事例地域や取組内容に関心があったため 
５．自地域や団体の取組事例を紹介したいため 
６．国の取組を知るため 
７．MVP（特別賞品）を目指しているため 
８．他の参加者や農林水産省職員等と自由な交流・意見交換をしたいため 
９．その他 （                                              ） 

 
問３ 地域課題の把握はできましたか（参加前より理解が深まりましたか。）（○は１つ） 
１．理解できた（深まった） 
２．ある程度、理解できた（ある程度、深まった） 
３．理解できなかった（深まらなかった） 

 
問４ アイデアソンで得た知見をどのような形で地域活性化に活かしたいと考えますか︖ 
 
 
 
 
 
 
 

長野編 2019/11/2～4 
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問５ 今回グループとして関わった地域とアイデアソン後も関わっていきたいですか。また、そ

の理由や今後の関わり方をお聞かせください。（○は１つ） 
１．関わっていきたい 
２．関わりたいと思わない 

 
《その理由や今後の関わり方》 
 
 
 
 
 
 

 
問６ 地域活性化に向けて、地域内外での人材、資源、産業などが効果的に連携を行う

ためにはどのような支援が必要だと思いますか。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
問７ アイデアソンを通じて「価値創造型のアプローチ」を体感した学び・感想や、アイデア

ソンの開催形式や内容などについてのご意見をご記入ください。 
 
 
 
 
 
 

ご協力ありがとうございました。 
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農山漁村アイデアソン  農村インポッシブル  参加者アンケート 

 
問１ ご氏名、参加区分をお伺いします。 
《ご氏名》                
 
       

 《参加区分》（○は 1 つ） 
１．一般参加 ２．農林水産省職員 ３．地域参加者 
 

 
問２ 今回のアイデアソンに参加した主な理由についてお聞きします。（○はいくつでも） 
１．地域活性化に関心があったため 
２．アイデアソンを通じて他の参加者が生み出すアイデアに関心があったため 
３．「イノベーターの思考回路」に関心があったため 
４．事例地域や取組内容に関心があったため 
５．自地域や団体の取組事例を紹介したいため 
６．国の取組を知るため 
７．MVP（特別賞品）を目指しているため 
８．他の参加者や農林水産省職員等と自由な交流・意見交換をしたいため 
９．その他（                                                  ） 

 
問３ 地域課題の把握はできましたか（参加前より理解が深まりましたか。） （○は１

つ） 
１．理解できた（深まった） 
２．ある程度、理解できた（ある程度、深まった） 
３．理解できなかった（深まらなかった） 

 
問４ アイデアソンで得た知見をどのような形で地域活性化に活かしたいと考えますか︖ 
 
 
 
 
 
 

静岡編 2019/11/16～17 
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問５ 今回グループとして関わった地域とアイデアソン後も関わっていきたいですか。また、そ

の理由や今後の関わり方をお聞かせください。（○は１つ） 
１．関わっていきたい 
２．関わりたいと思わない 

 
《その理由や今後の関わり方》 
 
 
 
 
 
 

 
問６ 地域活性化に向けて、地域内外での人材、資源、産業などが効果的に連携を行う

ためにはどのような支援が必要だと思いますか。 
 
 
 
 
 
 

 
問７ アイデアソンを通じて「価値創造型のアプローチ」を体感した学び・感想や、アイデア

ソンの開催形式や内容などについてのご意見をご記入ください。 
 
 
 
 
 

ご協力ありがとうございました。 
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農山漁村アイデアソン  農村インポッシブル  参加者アンケート 

 
問１ ご氏名、参加区分をお伺いします。 
《ご氏名》                
 
       

 《参加区分》（○は 1 つ） 
１．一般参加 ２．農林水産省職員 ３．地域参加者 
4．その他 

 
問２ 本日のグループワークではどちらに参加しましたか           （○は 1 つ） 
１．矢祭町 ３．赤穂市 
２．南丹市園部町摩気地区 ４．神石高原町 

 
問３ 今回のアイデアソンに参加した主な理由についてお聞きします。（○はいくつでも） 
１．地域活性化に関心があったため 
２．アイデアソンを通じて他の参加者が生み出すアイデアに関心があったため 
３．「イノベーターの思考回路」に関心があったため 
４．事例地域や取組内容に関心があったため 
５．自地域や団体の取組事例を紹介したいため 
６．国の取組を知るため 
７．MVP（特別賞品）を目指しているため 
８．他の参加者や農林水産省職員等と自由な交流・意見交換をしたいため 
９．その他（                                                  ） 

 
問４ 地域課題の把握はできましたか（参加前より理解が深まりましたか。）（○は１つ） 
１．理解できた（深まった） 
２．ある程度、理解できた（ある程度、深まった） 
３．理解できなかった（深まらなかった） 

 
問５ アイデアソンから得られた知見は地域活性化に活かせると思いますか。 （○は１つ） 
１．地域活性化に活かせると思う 
２．ある程度、地域活性化に活かせると思う 
３．今は活かせないが、将来に有益だと思う 

東京会場 2019/12/22 
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４．知見を活かせるか今後検討してみたいと思う 
５．あまり活かせないと思う 
問６ 今回グループとして関わった地域とアイデアソン後も関わっていきたいですか。また、そ

の理由や今後の関わり方をお聞かせください。（○は１つ） 
１．関わっていきたい 
２．関わりたいと思わない 

 
《その理由や今後の関わり方》 
 
 
 
 
 
 

 
問７ 地域活性化に向けて、地域内外での人材、資源、産業などが効果的に連携を行う

ためにはどのような支援が必要だと思いますか。 
 
 
 
 
 
 

 
問８ アイデアソンを通じて「価値創造型のアプローチ」を体感した学び・感想や、アイデア

ソンの開催形式や内容などについてのご意見をご記入ください。 
 
 
 
 
 
 

ご協力ありがとうございました。 
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