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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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1.一般参加 2.農林水産省職員 3.地域参加者 4.その他
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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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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

参加理由【長野編】

79.5%

64.1%

69.2%

28.2%

2.6%
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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

参加理由【静岡編】
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40.5%

23.8%
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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

参加理由【東京編】
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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

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。 
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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。 
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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



41 
 

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
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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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