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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

1

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

・東京駅近郊の会場で開催。

●東京編として開催

・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。

・全国から 4 地域が参加

●12 月 22 日（日）開催
・京都府南丹市、兵庫県赤穂
市、広島県神石高原町、福 ※当初 10 月 12 日（土）開催にて準備を進めたが、台風の
島県矢祭町
影響により 12 月に延期開催
１泊２日型

・首都圏近郊の農山漁村地域で開催。

●静岡編として開催

・現地視察有り

・静岡市玉川地区、有東木地 ●11 月 16 日（土）～17 日（日）開催
区
２泊３日型

・首都圏以外の農山漁村地域で開催。

●長野編として開催

・現地視察有り

・栄村

●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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プレスリリース
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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
休憩

受付
10：00-10：30（30 分）
開会
10：30-10：40（10 分）
思考インストール
10：40-11：15（35 分）
チームビルディング
11：15-11：30（15 分）
地域のご紹介
11：30-12：00（30 分）
昼食休憩
12：00-13：00（60 分）
フレームワーク確認
13：00-13：15（15 分）
グループワーク
13：15-15：15（120 分）
発表準備
15：15-15：30（15 分）

第２部

プレゼンテーション
15：30-17：00（90 分）
情報提供
17:00-17:10（10 分）
アワード発表＆ラップアップ
17：10-17：30（20 分）
閉会
17：30-17：35（5 分）

開場～受付開始
開会
主催者挨拶
進行：ファシリテーター
趣旨説明等
進行：ファシリテーター
地域のご紹介（各自治体職員、地域の方等）
昼食休憩
進行：ファシリテーター
グループワーク
とりまとめ、プレゼンテーション準備
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：農山漁村地域における起業支援プログラ
ム『INACOME（イナカム）
』
進行：ファシリテーター

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

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
【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）

１日目

○アイデアソン タイムスケジュール（案）
集合・受付
静岡駅集合
10：00移動
小型バスチャーター等 2 台 有東木地区へ移動
10：10-11：00（50 分）
車中でアイスブレイク
進行：ファシリテーター
イントロダクション
趣旨説明等
11：00-12：30（90 分）
／場所：有東木公民館
昼食
昼食（わさび蕎麦）／場所：有東木公民館
12：30-13：30（60 分）
地域の紹介
地域の紹介（1 地域 15 分☓２地域）
13：30-14：00（30 分）
現地視察
玉川地区 有東木地区 に分かれて移動・視察
14：00-18：00（240 分）
夕食＆懇親会
以下の宿泊施設にて開催
18：30-20：00（90 分）
宿泊／「元湯館」
（静岡市葵区油山（ゆやま）2325-4 TEL054-294-0155）
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
進行：ファシリテーター
8：45-9：15（30 分）
追加ロケ
現地追加視察、グループワーク
9：15-12：00（165 分）
昼食
昼食（お弁当）
12：00-13：00（60 分）
討議結果発表
進行：ファシリテーター（講評、アドバイス）
13：00-15：30（150 分） 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
進行：ファシリテーター
15：30-15：57（27 分）
地域からの意見・感想等、表彰
挨拶
挨拶（農林水産省等）
15：57-16：00（3 分）
閉会
閉会（司会）➞移動 17 時頃静岡駅解散
16：00-17：00（60 分）
２日目

【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 ）

１日目

○アイデアソン タイムスケジュール
集合・受付
13：00-13：30
イントロダクション
13：30-14：15（45 分）
地域の紹介
14：15-14：30（15 分）
現地視察
14：30-18：00（210 分）
夕食＆懇親会
18：30-20：00（90 分）

受付開始 栄村役場集合
進行：ファシリテーター
趣旨説明等
地域の紹介
バスで移動・視察（車中でアイスブレイク）

宿泊

２日目

振り返りセッション
9：00-9：30（30 分）
追加ロケ
9：30-12：00（150 分）
昼食
12：00-13：00（60 分）
検討の途中経過発表
13：00-14：30（90 分）
追加ロケ
14：30-17：30（180 分）
ラップアップ
17：30-18：00（30 分）
夕食＆懇親会
18：30-20：00（90 分）

３日目

プレゼンテーション
9：00-11：00（120 分）
総括＆表彰
11：00－11：30（30 分）
挨拶・閉会
11：30-11：33（3 分）

／ 中条温泉 トマトの国

進行：ファシリテーター
現地追加視察、グループワーク
昼食
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）
現地追加視察、グループワーク
進行：ファシリテーター

宿泊 ／ 中条温泉 トマトの国
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）
進行：ファシリテーター
全体意見交換
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
令和元年 11 月
2 日(土)～4 日(祝・月)
長野県栄村
22 名
16 名
5名

日程
場所
参加者合計人数
一般参加者
農林水産省職員

令和元年 11 月
16 日(土)～17 日(日)
静岡県静岡市
36 名
28 名
8名

1名

その他参加者

－

（栄村観光協会長）

チーム数
参加者の主な年代
報道
参加者の主な属性

東京編
令和元年 12 月
22 日(日)
農林水産省講堂
44 名
24 名
8名
12 名
（復興庁、福島県自治
体等福島県関係者）

6 チーム
9 チーム
12 チーム
20～30 代
20～30 代
20～30 代
地元新聞社３社
地元新聞社１社
時事通信社１社
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

・ 定期的に自動課金される継続利用商品を売るモデル。

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

・ 顧客同士を紹介する価値を売るモデル。

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

・ 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。

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。
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(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
Be Mario、摩気地区をマリオの里にする。
アイデア
解決する地域
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
課題
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

想定されるビ
ジネスモデル

チフレーズを「未来を作る MAKE the Future」とする。
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
突き抜けた
アイデア
解決する地域
課題
ターゲット
提供する価値

事業概要
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。
人口減少、少子高齢化、農地荒廃
京大受験生
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
具体的な内容

事業概要
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。

想定されるビ
ジネスモデル

勉強だけでなく、肉体的にも精神的にも鍛えられる。
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
突き抜けた
アイデア
解決する地域
課題
ターゲット

事業概要
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。
人口減少、耕作放棄地の活用、高齢者の生きがいづくり
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。

想定されるビ
ジネスモデル

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。
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
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。
アイデア
解決する地域
矢祭町の若者の流出、人口減少
課題
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

想定されるビ
ジネスモデル

をはじめとした若い人を呼び込み関係人口を創出する。
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
突き抜けた
アイデア
解決する地域
課題
ターゲット

事業概要
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。
人手不足の解消、人口流出の解決、山の地域資源の活用
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
具体的な内容

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
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

想定されるビ
ジネスモデル

ができるようにする。
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
項目
突き抜けた
アイデア
解決する地域
課題
ターゲット

福島県矢祭町 イノシシ祭

事業概要
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。
矢祭町の人口減少の課題と鳥獣被害
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

具体的な内容

いく。
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

想定されるビ
ジネスモデル

は全頭検査して特別な許可をとって猪鍋を提供する。
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
突き抜けた
アイデア
解決する地域
課題
ターゲット

事業概要
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。
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
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
提供する価値
具体的な内容

事業概要
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
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

想定されるビ
ジネスモデル

用し、参加を促す。
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
突き抜けた
アイデア
解決する地域
課題
ターゲット
提供する価値
具体的な内容

事業概要
「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。
赤穂地域の観光収入の減少
出会いを求める首都圏を中心とする世界中の男女
出会いと新しい体験を提供する。
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。

想定されるビ
ジネスモデル

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。
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
「Shio 1 Grand Prix in Ako」という接客業の研修を行う。
アイデア
解決する地域
人口減少、観光収入の減少
課題
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

想定されるビ
ジネスモデル

係人口の創出へつなげる。
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

項目
突き抜けた
アイデア
解決する地域
課題
ターゲット
提供する価値
具体的な内容

～農村カラフルラン～

事業概要
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。
関係人口が少ない
いつも決まりきった生活で非日常を求める学生
地域文化祭での非日常体験
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

想定されるビ
ジネスモデル

になり、町の宣伝にも活用してもらう。
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
町全体を使ったリアルな RPG「神様逃走中」を実施する。
アイデア
解決する地域
人口減少、地域内交通の不便性の解消
課題
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

想定されるビ
ジネスモデル

使うことができるようになる。
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
突き抜けた
アイデア
解決する地域
課題
ターゲット
提供する価値
具体的な内容

事業概要
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。
耕作放棄地の解消と関係人口の創出
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
リアルなキス体験、異性との出会い
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

想定されるビ
ジネスモデル

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。
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
断食をテーマした婚活合宿を実施する。
アイデア
解決する地域
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
課題
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
提供する価値
具体的な内容

性をメインに、男性は静岡県の男性
運命の出会い＋健康にダイエット
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

想定されるビ
ジネスモデル

などのロマンティックな環境の中で提供する。
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
突き抜けた
アイデア
解決する地域
課題
ターゲット
提供する価値
具体的な内容

事業概要
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。
農家の減少
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
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
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

想定されるビ
ジネスモデル

を意識し続けられるようにする。
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
廃校を利用して玉川リスキー特区計画を実施する。
アイデア
解決する地域
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
課題
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
提供する価値
具体的な内容

観光客
地域資源の活用方法という価値
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

想定されるビ
ジネスモデル

コラボも想定する。
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
突き抜けた
アイデア
解決する地域
課題
ターゲット

事業概要
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。
玉川地区の人員の不足、観光振興
東京、大阪などの都市圏の働き手

22

項目
提供する価値

事業概要
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

具体的な内容

ることができる。
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

想定されるビ
ジネスモデル

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。
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
縁側を活用したソロキャンプ（縁 PING）を実施する。
アイデア
解決する地域
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
課題
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
提供する価値
具体的な内容

る人、ふるさとや自然を感じたい人
癒しとふるさとの自然、人とのつながり（縁）という価値
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

想定されるビ
ジネスモデル

きる。
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
突き抜けた
アイデア
解決する地域
課題
ターゲット
提供する価値
具体的な内容

事業概要
「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。
人口減少、観光資源の衰退、地域コミュニティの衰退
香りを楽しみたい老若男女
有東木の香りブランドという価値
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

想定されるビ
ジネスモデル

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。
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
突き抜けた
アイデア
解決する地域
課題
ターゲット
提供する価値
具体的な内容

事業概要
「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。
有東木地区の認知度不足、交流人口減少
観光だけでは物足りない旅行者
静岡県の食や農に関する実体験という価値
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

想定されるビ
ジネスモデル

バーグ等へ水平展開することも可能。
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
突き抜けた
アイデア
解決する地域
課題
ターゲット
提供する価値
具体的な内容

事業概要
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。
有東木地区の人口減少、文化継承、耕作放棄地の解消
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
非日常的な体験と心身の殺菌効果
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。

想定されるビ
ジネスモデル

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。
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
突き抜けた
アイデア
解決する地域
課題
ターゲット

事業概要
（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。
人口減少、特に若い人の減少、空き家の増加
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

想定されるビ
ジネスモデル

金をもらう。
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
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。
アイデア
解決する地域
少子・高齢化、人口減少、観光振興
課題
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
提供する価値
具体的な内容

事業概要
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
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

想定されるビ
ジネスモデル

を飲み込むというアトラクション等。
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
突き抜けた
アイデア
解決する地域
課題
ターゲット
提供する価値
具体的な内容

事業概要
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。
移住定住の促進、雇用の創出
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
スノーボードとプログラミングの合宿研修を実施
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

想定されるビ
ジネスモデル

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。
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
雪を活用したショーウィンドウを作り、集客する。
アイデア
解決する地域
観光振興、婚活支援、定住人口増加
課題
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
27

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

想定されるビ
ジネスモデル

る風景が出来て、何度も来ていただけることを期待する。
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
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。
アイデア
解決する地域
人口減少、少子・高齢化、観光振興
課題
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

想定されるビ
ジネスモデル

潤すことを想定。
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
突き抜けた
アイデア
解決する地域
課題
ターゲット
提供する価値
具体的な内容

事業概要
「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。
人口減少、少子・高齢化
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
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
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
突き抜けた
アイデア
解決する地域
課題
ターゲット
提供する価値

事業概要
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。
地域資源の活用、観光振興
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
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

具体的な内容

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
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

想定されるビ
ジネスモデル

ぶ 30 万円のプランとなっている。
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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