12市町村を中心とした福島県の風評被害の払拭や交流人口の増加にむけて、
地域の魅力の発掘・創出・発信や、交流人口増加のための取組を支援します。

大切なのは、

地域の伝統・魅力等
発信支援事業

福島の

本当の今を

伝えること。

令 和２年 度

令 和２年 度

地域の伝統・魅力等
発信支援事業
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事業者一覧

田村市常葉振興公社

伝統魅力事業の目的・概要

伝統魅力事業の目的・概要
事業目的
東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い避難指示等の対象となった福島県田村市、南相馬市、川俣町、広
野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村（以下「12市町村」という。）
を中心とし
た福島県の伝統・魅力等の発信により福島県に対する国民の関心を高めることを通じて、復興の現状に関して正確
な情報が発信される基盤を整備し、これにより、風評被害の払拭や交流人口の増加に向けた取組を促進し、もって
福島県における民間企業の事業基盤の安定化を図ることを目的としています。

事業スキーム
経済産業省
申請

補助

民間団体等（補助事業者）
申請

補助

民間団体等（間接補助事業者）
福島県を対象する事業

12市町村を対象とする事業

（5件程度・2／3補助）

（10~15件程度・10／10補助）

取組支援・アドバイス

外部有識者

事業目的の達成にむけたステップ
福島県における民間企業の事業基盤の安定化を図る
風評被害の払拭・交流人口の増加

効果的な情報発信・展示会への出展・イベントの開催

等

風評被害の払拭や交流人口の増加に向けた取組を促進
福島県に対する国民の関心を高め、
復興の現状に関して正確な情報が発信される基盤を整備
12市町村を中心とした福島県内の伝統・魅力の発信
伝統・文化・産業の
認知度向上

復興状況や先進的な
取組等の認知度向上

福島県産品等の
購買促進

2

福島県内の
施設等への誘客促進

福島県内の水産業
振興の情報発信

過去2年間の事業実績：対象事業の発掘・創出
過去2年間に採択された間接補助事業は以下の通り。事業全体では3年目事業ということを意識し、より効果的な
成果創出に向け事業に取り組んでおります。

令和元年度

区分

福島県を
対象とする事業

伝統・文化・産業の
認知度向上

復興状況や
先進的な取組等の
認知度向上

令和2年度

12市町村を
対象とする事業

福島県を
対象とする事業

3件

1件

2件

福島県産品等の
購買促進

12市町村を
対象とする事業

5件

2件

1件

1件

福島県内
施設等への
誘客促進

1件

水産資源の
振興に向けた
情報発信
（R2年度より追加）

1件

4件

3件

1件

その他、
伝統・魅力等の
発信に資する取組

1件

3

1件

事業者 PR

福島にスポーツを楽しむ子どもたち笑顔と歓声が戻ってきた！
Ｊヴィレッジ再始動を機に福島復興のシンボルとして、
スポーツを核とした魅力づくりと、
交流人口の拡大と情報発信を行う取り組みです。
事業者名 ： 株式会社Ｊヴィレッジ
事業類型 ： 12市町村型
補助期間 ： 平成30年度、令和元年度、令和2年度
キーワード ： スポーツ・復興・交流人口の拡大と情報発信

01 取組背景
Ｊヴィレッジは、1997年にサッカーの日本最初のナショ
ナルトレーニングセンターとして開設されました。
2011年3月11日の東日本大震災、福島第一原子力
発電所の事故の影響により活動を休止しました。活動
休止から約7年が経過した2018年に一部再開、2019
年4月20日に全面再開しました。J ヴィレッジはこうした
震災、原発事故から復興の過程を経て、福島復興のシ
ンボルとしても多くの人に注目をされているところです。

02 主な取組紹介
● スポーツで魅力づくり
（Ｊヴィレッジスポーツフェスタ開催等）
福島県内外の小学生を対象としたスポーツイベントを開催しました。子どもたち
の笑顔と歓声がピッチにあふれました。他にもJリーグ各クラブと連携し福島県
内外の子どもたちの交流等を進めました。
● Jリーグ等と連携した県外 PR 活動（情報発信）
Jリーグの各クラブ等と連携し首都圏等で開催されるJリーグ公式戦等の会場で
福島の現状を伝える活動です。福島県産米の PR や各クラブが福島で行った復
興支援活動の様子等を紹介しました。
● ターゲットを絞った効果的な情報発信（復興サポーター関係再構築）
震災から10年の節目を迎えるにあたり、これまで支援いただいたサポーターか
らメッセージや写真を募集する企画を実施しました。
Ｊヴィレッジの状況を発信
するとともに、メッセージや写真のやり取りを通じて復興の想いを再び共有でき、
この先のための大きな一歩となりました。
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03 事業展開のステップスケジュール
既存ネットワークを
活用したアプローチ

効果的な情報発信の
手段の構築

リーグクラブや
クラ ブのホームタ
ウンの自治体等と
の各団体との連携

注力ポイント1

Jリーグクラブやクラブの
ホームタウンの自治体等
との各団体との連携

教育旅行・ビジネス等
新しいＪヴィレッジの
魅力づくり

首都圏 での
活動・福島県内で
の復興支援活動

サッカーの聖地・復興の
シンボルとしての役割
（情報発信・交流人口の拡大）

注力ポイント1,2

J

P
R

SNS や各クラブの
情報媒体を通じての
それぞれのクラブの
サポーターへの発信等

スポーツイベントや
サッカー大会と連動させた
魅力づくりと
交流人口の拡大

注力ポイント1

注力ポイント1

注力ポイント1

注力ポイント1

復興のシンボルとしての
交流人口の拡大（誘客等）

目標

Ｊヴィレッジが行う情報発信
を届けたい人に届ける
ことができるように
1. SNSフォロワー数
2. 定期的な SNS での発信
（Twitter のインプレッシ
ョン数 等）
3. 来場者数
（視察者・イベント等で
の利用者・宿泊者 等）

注力ポイント2

スポーツを核とした魅力づくり

ターゲットを明確にした効果的な情報発信への取り組み強化

04 主な補助金の活用用途
● 広報動画等発信ツール制作費

1,175,000円

●館内イラストマップ等広報物制作費

1,259,200円等

● スポーツフェスタの企画運営費等

2,323,560円

●アスリート参加協力費等

125,180円等

05 活動経緯・事業を使ってみての感想・今後にむけた連携可能性等
事業開始時はＪヴィレッジの再開のタイミングとも一致し、
Ｊヴィレッジの強みであるスポーツを核とした取り組みを
中心に情報発信や交流人口の拡大に取り組んできました。特に、サッカーのネットワークを活用し、各クラブが連携
するホームタウンの自治体や福島県なども連携し効果的に首都圏で情報発信を行うことができました。他方、事業
を通じて改善すべき課題も明らかになり、福島の復興のシンボルとして情報発信等の役割を担うためには組織全体
として情報発信の在り方について今一度向き合うことが必要だと再確認できました。
3年目はこうした情報発信の在り方を改善するための取り組みとして復興サポーター企画を実施し、メッセージの
募集や SNS の活用など、ターゲットや目的を意識した情報発信を行うことができました。また、企画を進める過程で
の事務局や有識者からの改善案やアドバイス等は今後組織として課題を改善する手法として大変参考になりました。
震災から10年の節目を迎え、本事業で出会った思いを同じくする各事業者と連携しながら、これまでの成果を具
体的な誘客や情報発信に生かし、今後の福島の復興のシンボルとして情報発信等の役割を担っていきたいです。
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事業者 PR

「究極の美味しさは産地にあり」を理念に、
福島県の良質な食材を確かな腕で料理に仕立て、
土地のお酒との組み合わせを楽しむ…そんな地域の
魅力を高める取り組みが「テロワージュふくしま」です。
事業者名 ： テロワージュふくしま実行委員会
事業類型 ： 福島県型
補助期間 ： 令和元年度、令和2年度
キーワード ： 「テロワージュ」 仏語の Terroir（産地の気候・風土）
と
Mariage（結婚；ここでは料理と酒のマッチング）
を組み合わせた造語です。

01 取組背景
ふくしまワイン広域連携協議会は、福島の復興に資する新たな六次化
事業として「ワイン」に着目し、川内村等で地域とともにワイン造りを目指
していたことがきっかけになり2018年に設立された組織です。仙台の秋
保ワイナリーが提案した「テロワージュ東北」に賛同し、2019年に福島民
友新聞社と同協議会が共同で「テロワージュふくしま実行委員会」を立ち
上げ、本事業に応募、採択され、具体的な活動ができるようになりました。

02 主な取組紹介
● ｢テロワージュふくしま」に賛同する料理店、宿との連携
「テロワージュふくしま」の理念に賛同し、土地の生産者との繋がりを大事に、そ
こでしか味わえないような料理とお酒を提供できる料理店、宿を実行委員会が
1軒々々、訪問と説明を行い、Web サイトをはじめ、福島民友新聞への折込広告
（テロワージュ・プレス）
などの社会発信と広報を行っています。2021年2月現在、
県内の約30軒の店と宿が参加しています。
● 食のツーリズムの企画、ガイドブックの作成
「テロワージュふくしま」の店や宿にも協力してもらい、会津地方の食と酒を楽し
みながら学べるツアーを検討しガイドブックに纏めました。来期は、これをもとに、
具体的なツアー商品をツアー催行可能な事業者に商品化して頂くように働きか
けを行っていきます。
● フランス・パリにおける「テロワージュふくしま」の紹介と日本酒の市場拡大への試み
新型コロナウイルスの世界的な蔓延の直前、2019年1月にフランス・パリにおい
て、
「テロワージュふくしま」をPR する展示会を開催。2週間で約1200名の方が
来場されました。その際に、特に福島県産日本酒の評価が高ったことから、今期
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は、フランスにおける福島県の日本酒の市場形成を目指し、パリ市内のフレンチレストラン2軒（そのひとつはミシュ
ランガイドブック1星）
で日本酒とフレンチのマリアージュを提供する企画と、市内の鮮魚店及びパリ日本文化会館
内の店舗で試飲・販売を行う企画を進めました。現在、レストランの営業ができないため、2021年1月と2月には、レ
ストランのシェフ、ソムリエを蔵元さんをオンラインで繋ぎ、意見交換会を行いました。

03 事業展開のステップスケジュール
設計と初動

取り組みの推進

今後の事業展開
注力ポイント2

・良質な店と宿の一定数の参加
によるブランド形成と価値化
・県内新聞社による継続的な
発信
・食のツーリズムの企画

・テロワージュ加盟店の参加と
顧客増加による事業化
（他県
展開も含めての展開が必須）
・テロワージュのツーリズムの
商品化
アフターコロナに
おけるインバウンド

海外
（フランス）を
ターゲットにした
事 業 展 開の検討・
準備

テロワージュふくしま
活動方針策定・決定

賛同 す る 県内料
理店及び宿の形成
と社会発信・広報

注力ポイント1

注力ポイント1

目標

・パリにおける展示会の開催
・県内蔵元の参加によるパリ
の飲食店、小売店での試験
事業

・フランス
（パリ）
におけるレスト
ラン、ホテル、小売店におけ
る日本酒の提供
（市場形成）
・アフターコロナにおける福島
県へのインバウンド増加へ
の貢献

注力ポイント1

注力ポイント2

注力ポイント1

「テロワージュ」関連事業の自
走化を目指す
1. その土地ならではの食をを楽
しめる「テロワージュふくしま」
の価値を元にした飲食店・宿
のブランド化・会員制事業
→ 大手企業とのタイアップを今
後検討
2. 「テロワージュふくしま」のツ
アー商品化
→ 旅行事業者との連携を求める
3. フランスにおける県産酒輸出
の新たな市場形成
→ 具体的な商流の立ち上げを進
めたい

注力ポイント2

・
「テロワージュ」の意味や価値、
存在を福島県内外にどこまで訴求・浸透できるか？
・欧州の食の中心地「パリ」における先行事業は
「県産酒」に集約して事業展開を目指す

・テロワージュ参加店の顧客増加と県内ツアーの商品化
・東北地方他県との連携強化による「テロワージュ東北」の事業化
・海外（フランス）における福島県産酒の市場形成（輸出事業化）

04 主な補助金の活用用途
● Web サイトの立ち上げと料理店・宿の取材、記事の作成、反映

約300万円（2019）

● ｢テロワージュふくしま」パリ展示会の開催

約370万円（2019）

● ｢テロワージュ・プレス」の企画・取材・編集・印刷

約150万円×2（2019&2020）

● ｢テロワージュふくしま」食のガイドブック
（会津地方編）
の作成

約150万円（2020）

● パリにおける福島県産日本酒の実証事業
( 賛同する5つの蔵元の日本酒を輸出し、レストランや小売店での提供を準備）

約390万円（2020）

05 活動経緯・事業を使ってみての感想・今後にむけた連携可能性等
「テロワージュふくしま」の展開を進めるうえで、本補助事業の制度は大いに役立ったと感じています。今後の事
業展開としては、①テロワージュの料理やお酒を楽しめる店や宿は福島県以外の地域でも展開可能であり他県へ
の展開を検討し最終的には自立した事業を目指す、②テロワージュのツアーは、来年度は県内他地域でも同様な取
り組みを行うとともに旅行事業者との連携を図る、また、別途進められている「テロワージュ東北」との連携を強化
しブランド事業の立ち上げを目指す、③フランスにおける事業は新型コロナウイルスの影響により制約を受けまし
たが、来年度のアフターコロナの状況を期待するとともに、福島県内の蔵元の日本酒の輸出に繋げる取り組みに発
展させる、以上を進めていきたいと思います。
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事業者 PR

東日本大震災、原発事故の影響で休業を余儀なくされた
テーマパーク「ムシムシランド」を再生し、
来訪者に復興状況及び現状を正しく理解してもらうことで
風評被害の払拭、交流人口拡大を目指すプロジェクトです。
事業者名 ： 株式会社 田村市常葉振興公社
事業類型 ： 12市町村型
補助期間 ： 平成30年度、令和元年度、令和2年度
キーワード ： 震災復興・再生と見直し・連携・共感・里山

01 取組背景
震災以前、
「カブトムシ自然王国 こどもの国ムシムシランド」は市内
有数の観光スポットでした。しかし東京電力福島第一原子力発電所の
事故の影響により、旧「緊急時避難準備区域」に指定され休業を余儀
なくされてしまいました。その間腐食等により大型遊具をすべて撤去
せざるを得ない状況となり、来場者は最盛期の10分の1以下まで大きく落ち込みました。このような状況下、これまで
埋もれていた地域の魅力を再発見し、
「効果的な情報発信」
「楽しめる仕掛け作り」を行うことで周辺地域への周遊を
促し、地域全体の交流人口を拡大させ、来場者が増加することによって施設の従業員や地域住民が震災以前のよう
に昆虫を基軸とした地域づくりに対する誇りを取り戻し、今後の自立的な施設運営の契機とすることを目的としました。

02 主な取組紹介
● 特別展開催
2018年よりムシムシランドの営業に合わせ毎年特別展を開催し交流人口の拡
大を図りました。開催に伴い、鈴木おさむ氏による監修をはじめ、特別展を開催
するため有識者、隣接する専門学校学生、市内若手クリエイターとの連携を行い、
既存施設や特別展の展示方法、体験プログラムの考案、効果的な情報発信方
法などに関する企画立案、製作を行い、2020年開催の特別展「森の中の水族館」
では本プロジェクト開始前の約2倍の来場者数を記録しました。今後も継続して
特別展を開催することにより「ムシムシランドに行けば何かやっている」という
認識を広め、来場者を楽しませる仕掛け作りを行っていきます。
● カブトムシ・クワガタの幼虫採集体験プログラム
子供達の遊びの選択肢から昆虫採集が減るなど、
「昆虫離れ」が加速しています。
一方で、教育的観点から昆虫採集を始めとする自然との触れ合いや、命の大切さ
を必要だと考える子育て世代は増えており、子供のみならず親子で楽しく昆虫採
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集が行える体験プログラムを開催しました。
● インバウンド招致
「JAPAN EXPO TAHILAND2020」
に出展し、
インバウンド事業展開に伴うムシムシランドへの誘客アピール、
現地旅行エージェ
ント等への営業活動、
並びにタイに於ける昆虫需要・食虫文化の現在状況の調査を目的として出展しました。2019年夏季
ムシムシランド特別展
「世界のカブクワ総選挙」
をミニマムサイズで開催し、
来場者は大型のパネルへシールを貼る形で
投票し、
記念撮影をした写真にハッシュタグ「＃mushimushiland」
をつけてSNSにて拡散してもらいPR 活動を行いました。

03 事業展開のステップスケジュール

注力ポイント2
次年度へのブラッシュアップ

注力ポイント1

ムシムシランド営業
特別展開催

磨き上げ
注力ポイント1

周辺地域
観光施設相互連携

定期的な
体験イベントの開催

メディア露出による
情報発信

周辺専門学生
市内クリエイター
制作協力

調査・改善

プロデューサー・
有識者の招聘

注力ポイント

再生計画方針策定

「ムシ」
をテーマとした
イベント・展示の初期設定

アイデア抽出

Youtuber 等のインフルエ
ンサーによる情報発信

ムシムシランド
PR 事業の実施

遊休施設活用計画の作成
及び新商品の開発

注力ポイント2

注力ポイント1

2

目標
周辺市町村でのブランド
イメージ定着まで PR 活
動を拡大・継続すること
が重要。
また、事業規模拡大のた
めに遊休施設を有効活
用する必要がある。
1. 周辺市町村連携先の
拡大
2. PR 事業の強化
3. 施設リノベーションの
実施
4. ムシムシランド
リニューアル

注力ポイント2

年度ごとに新たな協力者や連携先を増加させ、
事業規模と交流人口の拡大に結び付けることが出来るか

反復するだけではなく、回を重ねるごとにレベルアップし、
常に新しいもの・飽きさせない工夫を取り入れることが出来るか

04 主な補助金の活用用途
● 企画運営費・生体展示費

150万円

（2018年特別展：
「世界三大寄蟲展」
、2019年特別展：
「世界のカブクワ総選挙」2020年：特別展「森の中の水族館」
）

● 情報発信ツール製作費

6万円

● 体験イベント企画・遊休施設の活用計画費 50万円

● YouTuber ／インフルエンサー活用費

8万円

● 地方新聞掲載費

50万円

● ネット広告掲載費

2万円

● JAPAN EXPO THAILAND2020出展料

220万円

05 活動経緯・事業を使ってみての感想・今後にむけた連携可能性等
震災以降、遊具施設が使用できなくなり、従来の観光地としての魅力が大幅に減少した中でも、震災前と同様の
運営を続けていましたが、補助を受け、企画展の開催に向け地域の学生と連携し、また外部の有識者の方々と繋が
ることができ、施設改修等を行う事無く、顧客目線に立ったサービスの磨き上げを実施することで施設の魅力向上
が図れました。また、広報や集客は「生き物系 youtuber」等とのコラボ企画により、都市部の若者層にも認知され、
客層が広がりました
（子供 = 家族連れのみでした）。
また、ジャパンエキスポ
（タイ）出展は、カブトムシ等の昆虫が観光資源としの活用できるかを調査できました。ム
シムシランドが注目されたことにより地域住民の関心も高まり、クラウドファンディングや水生昆虫採集等で協力い
ただくなど共感者が増え協力を得ることができました。補助を受けた3年間の取り組みは社員の誇りにも繋がり、田
村市の貴重な観光スポットとしてこれからも地域を盛り上げていきたいです。
9

事業者 PR

原子力災害の現実を知るバーチャル視察に飯館電力が Liveでご案内
あの日、失ってしまったもの。もう二度と失わないために。
飯舘電力による自然エネルギーの普及・復興支援と
原発事故の風化の防止を推進するプログラムです。

事業者名 ： 飯舘電力株式会社
事業類型 ： 12市町村型
補助期間 ： 平成30年度、令和元年度、令和2年度
キーワード ： 自然エネルギーの普及、
復興支援と原発事故の風化の防止

01 取組背景
東日本大震災による大津波によって福島第一原子
力発電所が機能不全に陥り、未曾有の放射能事故
が発生しました。今後農業再生が困難なこの地で自
然エネルギーの事業を起こし村の再生への寄与とネ
バーギブアップの精神で取り組む姿を発信していく
ことを使命と考えています。

02 主な取組紹介
● バーチャル視察の実施
ナビゲーターが皆様を自宅に居ながらにして飯館村内をバスでめぐるバーチャ
ルツアーです。飯舘村の要所を巡り原発事故の現実を見聞します。車窓から眺
める村内映像に加え、ドローンによる空撮映像やスライド説明を付加しバーチャ
ルならではの新しい体験型ツアーをお届けします。
● ｢でんきと未来の選び方〜福島・飯舘電力の軌跡〜」発刊
A5版58ページの書籍です。Live でお届けするバーチャル視察の予習や復習用
に読んでいただけるように構成させています。原発被災の理解、自然エネルギー
の必要性をコンパクトにまとめています。
● 著名人との対談動画配信
東日本大震災から10年目を迎える飯舘村の現状や飯舘電力の状況をメディア
で著名な人がインタビューする動画をyoutube で配信します。自然エネルギー
や原子力災害に関心が低い人にも興味をもってもらうことを目的にしています。
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03 事業展開のステップスケジュール
持続する未来を創る
仲間づくり設計

コンテンツ開発
高配信品質
ノウハウ習得

豊かな地球・日本の未来を創る
設計書策定

コンセプト確立
関係者合意

注力ポイント1

初期の応援者確保

事業化モデルの設計・交渉

注力ポイント1

注力ポイント2

志を同じくする
（同志）企業との
連携開拓

持続させるための事業化
（収益化）
のモデル設計

リハーサルを
プロモーションにした
応援者の開拓（ファン作り）

異なる複数企業ニーズへの
対応策と
社内リソースの設計

目標
注力ポイント2

ネガティブテーマに
引き寄せるための活動、
持続する体制の確立
・配信コンテンツの
新鮮度維持、開発
・現語部から地元若者への
バトンタッチ
1.クラウドファンディングによる
ファン作り
2.youtubeチャネル登録者
3百万人の達成
3. 賛同企業との持続的な関係拡大
4. 脱原発から気候変動課題解決
に向けた若者層の拡大と
事業継承

注力ポイント1

注力ポイント1

注力ポイント2

社会課題の解決を試みる飯舘電力の実戦活動

福島から日本、そして世界へのメッセンジャーとしての使命実行

04 主な補助金の活用用途
● バーチャル視察・オンラインセミナー設計

429万円

● 書籍企画、調査、制作、製本（5000部）

320万円

● 著名人とのオンライン対談・撮影編集

169万円

● バーチャル視察・オンラインセミナー企画支援

44万円

05 活動経緯・事業を使ってみての感想・今後にむけた連携可能性等
東日本大震災10年目の節目でバーチャル視察をメインに情報発信ができました。オンライン前提設計によって三
密回避の得策とになり本取り組みが加速しています。
実施面では、大手企業様複数社様からの申し出があり次年度の継続実施のおかげで事業を計画的に発展させる
道筋が見えています。
告知面でもNHK 特集、雑誌、新聞などメディアに放映・掲載され格別な広報効果を頂戴しています。3月には関
西方面での放映が決まっており、やや関心が薄い西日本の方々へ発信する機会を頂戴しています。
今後もコンテンツの追加、福島県を基盤とする方々との連携によるシナジー効果を進めていきます。
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事業者 PR

ママからつなぐみんなの防災「ママカラ防災」
私たちの考える「防災」は、難しい知識や完璧な備えのことではありません。
生活の中で普段から備えることはできないか？つながりをもつことで、
いざという時に助け合うことはできないか？
こうしたことを一緒に考え続けることを「防災」と私たちは呼びます。

事業者名 ： ママカラ防災（一般社団法人 Oval）
事業類型 ： 12市町村型
補助期間 ： 令和元年度
キーワード ： 防災

01 取組背景
震災から10年を前に。福島では今、震災時に子どもをもっていな
かった女性たちが出産し、ママになっています。新たに子どもを持っ
たママたちからは、防災に対する知識不足を不安視する声が多く聞
かれています。一方、震災時に子どもをもっていた被災ママたちが、
震災や防災について、話をする機会はほとんどありません。
災害はまたいつでも起こる可能性があるものです。私たちは、災
害に備えて、被災ママが持っている防災の知識を、新たに子どもをもっ
たママにも知ってもらいともに学ぶ機会を作りたいと思ったからです。

02 主な取組紹介
● 専門家を講師とした防災講座
専門家を交えグループワーク行い、被災経験ママの体験談を聞いて感じたこと
を共有したり、震災後出産をしたママが自分事として捉え今後の非常時に活か
せるよう「私なら」を考え共有しました。被災経験や被災地で子育てをしてる今
の想いは、今後のママの防災のヒントになりえるということがわかり、防災につ
いて、学ぶ→考える→伝える を一緒に取り組んで行くコミュニティ・ネットワー
クが形成されました。
● 防災 BOOK の作成
ママが防災を考えるにあたってネックとなるのが「難しそう」
「ハードルが高い」など。
そこで重要となるのが「ママの日常と防災の結びつき」と考えました。日常に防
災が隠れていることを認識するだけで防災が身近なものとなり前向きに取り組
むことができる。作成の工程の中でもママ達の意見を聞きつつママ達により伝
わりやすい表現などを取り入れました。
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● 防災食「もしもゴハン」リリース
防災のための「もしも」に加え、急な予定や体調不良など日常に溢れる
「もしも」にも対応できるようにとの想いを込めて
作りました。普段のお料理の一品追加や、ママが体調不良の時でも簡単にご飯をさっと出せたり、日常に役立てる事で
小さいお子さんは味に慣れ、抵抗なく食べることができます。そしていざという時の強い味方になると考えリリースしました。

03 事業展開のステップスケジュール
設計と初動

取り組みの推進

今後の事業展開

目標
ママから防災の
自立・自走を目指す。

次年度へのブラッシュアップ

ヒアリングによる
体験談の収集

メディア露出による
情報発信

ワークショップに
よる学び合い

ママカラつなぐ
防災 BOOKの制作

磨き上げ

専門家による
アドバイス・メンタリング

関係機関等との連携による
情報拡散

注力ポイント1

新たな取組の企画立案

被災ママ等へのインタビュー活動
ヒ(アリング・ワークショップ )

企画立案・コンセプト設計

要素抽出

1. 防災ママネットワークの拡張。各
地の機関等と連携し、勉強会や
意見交換等を実施し、地域の特
徴に合わせた防災情報の発信
を目指す。
2. ファシリテーターの育成各地の
特徴に合わせた防災情報を発
信できるよう、中心を担うファシ
リテーターの育成に取り組む。
3. ポジティブな防災コンテツの拡
充「防災」をネガティブに捉え
ず、日常生活の中での一工夫
によって「気軽に楽しく防災に
つながる」ことを体験できるコ
ンテンツを拡充させる。

注力ポイント2

震災を経験したママの実体験からくる知恵やノウハウの収集のみならず、
震災を経験していないママが知りたいこと・不安を解消できるよう
バランスを調整。

専門家と連携しながら「日常生活の一工夫が結果として防災につながる」よう、
防災コンテンツ自体を「楽しく」
「気軽に」受け止められるよう工夫。

04 主な補助金の活用用途
● 専門家を講師とした防災講座

謝金22万円

● 防災 BOOK の作成

デザイン費62万円 ディレクション、ライティング費100万円

● 広報費

40万円

● 旅費

14万円

会場費2万円

材料費2万円
印刷費13万円

05 活動経緯・事業を使ってみての感想・今後にむけた連携可能性等
ママから繋ぐみんなの防災“ママカラ防災”プロジェクトチーム発足し、県内のママへのヒアリングやワークショッ
プを元に経験、想いを冊子にまとめ、福島から全国へ発信することに成功しました。参加者のファン化を通じた交流
人口の拡大に繋がり、ワークショップ終了後も継続した交流を実現、ファンの自主的シェアによる情報拡散、メディ
ア露出による拡散、他県防災団体との協働にも繋がる結果となりました。
冊子が完成したことにより、ママカラ防災を伝えて広げていく、伝え手の育成をするため、ファシリテーター養成
を始めました。より全国に広めるため、対面はもちろん、オンラインでの開催も企画しました。
また平常時に備え、慣れておくことで災害時冷静な行動ができることから、モノの備えのため 「もしもゴハン」を
リリースしました。防災の「もしも」はもちろん、日常の「もしも」にも備えることができます。
今後、防災講座の中で防災食に関する内容も取り入れていき、管理栄養士の元、赤ちゃんでも食べれる防災離乳
食作りなど、栄養面からの専門的な講座を開催予定です。
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事務局広報 PR

事務局主導による広報 PRサポート例
将来的な福島県全体への風評払拭や交流人口の増加を目指し、より広域的かつ総合的な成果創出に
繋がる取組に対しては広報・PR 施策を一部事務局主導で提案・実施しております。個別事業者への支援、
単なるメディア掲載に限定せず、個々の取組や課題に対する支援プランの提案、実施に係る経費も一部
補助が可能です。

Point

01 各取組の特徴に合わせたメディア媒体選定＆掲載
取組の特徴と購読層の考慮に加え、福島県に対して協力的かつポジティブな発信・新しい取組を定期的に発信し

ている媒体、専門知識・ネットワーク・編集力を保有しているメディアを網羅し、日本国内だけでなく海外も含めた情
報発信を支援。
ジャンル

分類

伝統・文化
国内
海外

発信先

参考事例1▶▶

食・グルメ

旅行

環境

ソーシャル

ビジネス

各取組のテーマ・分類・ジャンルに
最適な各メディアを、
TV・新聞・雑誌・WEBで選定＆提案

未来をつくるSDGsマガジン「ソトコト」での官民連携による事業 PR

経済産業省と補助先である弊社ジェイアール東日本企画の協業により、
「どうして震災から10年目を迎えている今、
本事業が必要なのか」
、
「本事業によって、どのような新たな事業が生まれてきたのか」等、本事業の背景や意義に
ついて対談を実施。震災から10年目を迎える今だからこそ、関心を寄せてもらえるよう専門誌によるPRを実施。同
時に、復興10年間の中で福島で生まれた「思わず応援したくなるプロジェクト」として、孫の手トラベル、J ヴィレッジ、
ふたばいんふぉの3事業者に連携の下各取組も紹介。

本施策による効果❶ ソーシャル領域に関心が高い特定層に対する発信強化、サポーターとしての獲得
本施策による効果❷ 既存取組への相乗効果の創出、情報発信効果拡大
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参考事例2▶▶

訪日外国人観光客向けWEBメディア
（MATCHA）
による事例紹介

過去2年間の取組団体の中から複数団体をピックアップし、訪日外国人観光客向け WEBメディア
（MATCHA）内
に特集 PR ページを作成。個々の取組を紹介しつつ、各取組記事を横でつなぐダイジェスト記事も併せて作成し、福
島への交流人口拡大にむけた広域的かつ総合的なPRを実施。
各取組団体ごとの紹介記事は、事業の特徴や呼び込みたい国・客層を踏まえてSNS 広告の運用も可能。

参考 URL:https://matcha-jp.com/en/fukushima_today

本施策による効果❶ インバウンド獲得を目指す際の対象国に対するマーケティング活用
本施策による効果❷ 既に一定の UU 数を保有するメディアに効率的に情報発信が可能

参考事例3▶▶

dancyu, Discover Japan 等専門テーマ媒体への事例掲載

広域的な活動（浜・中・会津を横断・連携する活動）や地域を
跨いだ複数社連携の活動においては、福島の風評払拭や交流
人口増加にむけた重要な取組として、事業特徴に合致した雑
誌媒体や WEB 公告への掲載を実施。

※2020年4月号に掲載

本施策による効果❶ 取組特徴に合った専門誌への掲載、ニッチな特定ターゲット層の獲得
本施策による効果❷ 単独では実現が難しい雑誌広告掲出を、事業者連携により実現
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事務局広報 PR

Point

02 事務局のネットワーク・リソースを活用したPR 支援
取組団体の特徴や事業終了後の展開を踏まえながら、事務局のネットワーク・リソースを活用したPR 支援を実施。

「情報発信」という枠にとらわれず、個々の事業展開のフェイズに併せて必要となるマーケティング・販路拡大・誘客
促進・受入体制構築等といった幅広い要素に対し、取組団体の成果創出に繋げるという観点から外部有識者の紹介、
海外の協力会社の紹介および連携企画の立案や、インフルエンサー・現地メディア等の招聘した効果的な PR 施策
を企画・運営。さらに、取組に必要となる費用も補助金の増額対応にて調整する等、経費面でもサポートを実施。

参考事例1▶▶ テロワージュふく
しまでのパリにおける情報発信支援
産地ならではの新鮮な食材を使った料理と地元のお酒の絶妙なマリアー
ジュを楽しめる「食のツーリズム」プロジェクトの本格稼働に向けて取組
を進行している「テロワージュふくしま」において、
「テロワール」
「マリアー
ジュ」の本場であるパリにターゲットを絞り、パリ日本文化会館にて福島
の新たな魅力としてのテロワージュと福島の現状に関する正確な発信し、
フランスにおけるマーケット調査を実施。令和2年度は、事務局による現
地企業紹介を通した①パリ日本文化会館内の「タクミ・フレーバーズ」及
びパリ市内の鮮魚店「SIMON」で日本酒の販売、②パリ現地の飲食店シェ
フおよびソムリエと福島県内との酒蔵とを繋いだオンライン品評会を実施。
本施策による効果❶ 福島の新たな魅力としてのテロワージュと

福島の現状に関する正確な発信
本施策による効果❷ フランスにおけるマーケット調査と次年度以降の課題把握
参考事例2▶▶ あぶくま洞・
ムシムシランドでのJAPAN

EXPO THAILANDの出展

福島県田村市（12市町村）において、カブトムシ・クワガタをコンテンツ
を地域内外のクリエイターと共に磨き上げ、県内外からの交流人口の
獲得を目指す取組
（ムシムシランド）
と、鍾乳洞つながり
（タイのサッカー
少年が奇跡の生還をしたタルムアン洞窟）
を生かし、ファムトリップ等を
通じたインバウンドの獲得を目指す取組
（あぶくま洞）
が連携し、地域一
体となった観光体験の磨き上げ・ブランディングを実施。本施策におい
ては福島の現状に関する正確な発信と観光体験の磨き上げに繋げる
ため、3日間で55万人が来場するタイ国内最大級の日本イベント
「JAPAN
EXPO THAILAND」に出展し、現地ニーズ調査・PRを実施。
本施策による効果❶ 福島の新たな魅力・現状に関する正確な

発信、タイにおけるマーケット調査
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Point

03 自立・自走を見据えたステップアッププログラムの開催
本事業においては、説明会や会議を単なる方針決定やノウハウ共有・交流のためのものだけに留めず、ペースメー

カーとなるようなイベント・報告会を実施。各会を通じて取組団体の自立・自走に繋がるようなステップアッププログ
ラムとして機能させることを目指し、これまでの類似・関連事業運営のノウハウを活用し、取組団体の現状打破や自立・
自走に繋げられるようプログラムを開催。

ステップアッププログラム
（全体概要）
公募説明会・
個別相談会

計画作成・
キックオフMTG

勉強会・交流会

中間・最終報告

参考事例1▶▶ デジタルマーケティングを学ぶ勉強会の開催
勉強会のテーマとして「カスタマージャーニーから考える
デジタルマーケティングの基本的考え方」と設定し、連続講
座の中で事業者がデジタルマーケティングの考え方を体系
的に学べるよう企画。特に勉強会のテーマ設定に際しては、
「初めてでも体系的に理解できる・身につけることができる」
に主眼をおいて設計。
各回ごとに「Web サイト制作」
「SEOマーケティング」
「SNS
マーケティング」
「動画マーケティング」
「Paid 広告を利用し
たマーケティング」などの具体的手法を紹介する等、取組
団体が安心して導入しやすく、着実にノウハウを習得でき
るよう、メジャーなサービスの活用や無料サービスも紹介す
る等、デジタルマーケティングへの取組負担の軽減と、すぐ
に着手できる状況を整えることを目指したプログラムを提供。
本施策による効果❶ 取組団体が将来的に自立自走の上デジタルマーケティングに取組む土壌が形成

参考事例2▶▶ ノウハウ共有を目的とした定期交流会の開催
中間報告会等の正式な発表の場に加え、オンラインツールを活用するなど比較的参加のハードルが下がるような
定期交流会を実施。取組団体同士が進捗を報告しあいながら、解決への道筋や連携可能性等をともに探ることで、
取組団体間のネットワークを強固にし、地域主体での事業発展を目指し、特に日々生じている課題や今後の取組に
ついての相談等を行うことで、団体同士の横のつながりや運営ノウハウを共有、適宜アドバイザーも同席し専門家
から得た知見の共有をし、総合的な相乗効果を目指す場を提供。
本施策による効果❶ 取組団体の横連携、運営ノウハウ、知見や課題の共有
17

事業者一覧

事業者一覧（一部）
葛尾村における新しい価値創造と発信による交流人口拡大事業
事業概要

葛尾村の伝統・文化を活用した魅力あるツアー・イベントの開催を通じ、造成した

体験コンテンツを多くの人に実際に経験してもらい葛尾村のファンになって頂くこと、最終的
には風評被害の払拭と交流人口の増加を目指し取組を開始。
人口が加速度的に減少し人材の不足する葛尾村において、村民だけでこの事業を実現す
ることは出来ず、村外の人材・ネットワークの発掘と連携が必要不可欠と考え、令和元年度は
「都市部における交流ハブ拠点の開設・運営」と、
「担い手育成」に重点的に取り組み、多く
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

福島県葛尾村
一般社団法人葛力創造舎
平成31年度
12市町村型
福島県内の施設等への誘
客促進に向けた情報発信

の方々に協力頂きながら事業を推進。補助期間が終了した後も事業を持続、拡大していくた
めの仕組み作りを継続中。

地域一丸での魅力発信。ローカル線で繋ぐ会津の歴史・文化周遊体験
事業概要

会津地域の「冬」に焦点を当て、地域のローカル線
（会津鉄道）
を軸に、点ではなく

線で結んだ観光誘致活動を開始。個人客やインバウンド客をターゲットとした新たな顧客層の
掘り起こしを目指し関係各所へ以下の通りアプローチを実施。
① 冬に特化した会津鉄道沿線の観光パンフレットの作成
（日、繁）
② 会津鉄道沿線“冬”活性化協議会ホームページの作成
③ 冬の大内宿への二次交通利用誘客チラシの作成
（日、英、繁）
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

福島県会津若松市南会
津郡下郷町・南会津郡
南会津町
2019会津鉄道沿線“冬”
活性化協議会
令和元年度
福島県型
福島県内の施設等への誘
客促進に向けた情報発信

④ 芦ノ牧温泉駅「ねこ駅長」チラシの作成
（繁）
⑤ 東京、名古屋、大阪、仙台の旅行 AGTへの訪問
⑥ 首都圏ランドオペレーターを対象とした「会津エリア観光説明会」の開催
⑦ ツーリズムEXPO 大阪、台湾旅行博
（ITF）
への参加
⑧ 会津鉄道における観光列車対応可能なレンタルテーブルの設置
⑨ 鶴ヶ城、大内宿でのスカイランタンイベントと連携した取組周知活動

福島県交流人口増加施策のための情報発信「総合」コンテンツ創造事業
事業概要 独自の情報発信ツール及びコンテンツを制作、福島県のリアルな情報を発信し、最
終的には県内の交流人口拡大に寄与することを目的として以下3つの取組を実施。
① 情報発信「ふくしMAP」を制作し、地域の独自情報を発信できる仕組みを構築。
② 南相馬市で行われたイベントに出展し、VRチューバータレント
（せきぐちあいみ氏）
を起用、
上記「ふくしMAP」を含めた総合的な情報発信を実施。
③ 南相馬市産の野菜 PR
（風評被害払拭）
と
「ふくしMAP」を活用したスタンプラリーイベントを
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

福島県南相馬市
トレ食品株式会社
令和元年度
12市町村型
福島県内の施設等への誘
客促進に向けた情報発信

大阪市の大型イベントで出展・実施。
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相馬野馬追における歴史・文化の正確な伝承を通じた来訪者数増加と地域の振興・発展への貢献
事業概要 福島県相双地方に1千有余年を超えて伝わり重要民俗文化財でもある「相馬野馬
追」は、世界に類を見ない500頭もの騎馬によって行われる祭典として国内外に知られている
ところであり、その関心度は高く、特にサムライ文化に触れられることもあり外国人には大変
興味を持たれている。しかし、実際訪れる人たちは本祭りの「武者行列」
「甲冑競馬」
「神旗争
奪戦」が行われる祭典期間のみでの観覧であり、本来「野馬追」のもつ歴史・文化および行事
内容（実際に行われている行事やならわし等）
の神髄に触れられていない現状にある。
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

福島県南相馬市
相馬野馬追 北郷騎馬会
令和元年度
福島県型・12市町村型
伝統・文化・産業の認知度
向上に向けた情報発信

本事業では、住民の心の拠りどころ、人と人を結びつける祭りとして絶やすことなく脈々と
伝承してきた「野馬追」を通し、
「相馬野馬追」期間内だけでなく1年を通し域内外誰もが野馬
追に触れられる環境を整備。国内外に相馬野馬追の神髄を伝え、交流人口の呼び込み、それ
による地域振興への寄与、また伝統・文化の継承・地域の振興・発展に繋げることを目標に、
「野
馬追」の歴史・民族風習研修と実物（武具・馬具・他）
を使った体験コンテンツを提供し認知拡
大を目指した。

訪日外国人向け宿泊型ツアーの磨き上げおよび通訳ガイドを活用した情報発信事業事業
事業概要 「福島12市町村の風評被害の払しょくや交流人口の増加、消費活動の増加」とい
う本事業の目的達成に向けて以下2つの取組を実施。
① 外国人向けモニターツアーを6回開催。
参加者によるSNS 等での情報発信を実施。
② 通訳ガイド向けモニターツアーを2回開催。
参加者による訪日外国人への発信や自社”Japan Wonder Guide”サイトへの掲載ブログ
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

田村市
株式会社ノットワールド
令和元年度
12市町村型
復興状況や先進的な取
組等の認知度向上に向
けた情報発信

による情報発信を実施。
上記ツアーの取材動画や記事を自社 HP や YouTube 等でアップし、現地の最新の情報拡散
を行い、自社 FB ページのフォロアー数の倍増、モニター SNS 投稿への8,000like 以上のリア
クション獲得、ツアー販売数増大、福島ツアーガイド希望者獲得等の成果を創出した。

「繭の茶会」開催による「川俣シルク」の魅力発信と担い手創出事業
事業概要 本事業においては、クリエイターと協働の下「川俣シルク」を用いて制作した茶室、
衣装等を使用し、
「川俣シルク」の美しさを体感できる空間を作り上げ、茶会イベントを開催。
茶会には文化人、絹に従事する関係者、伝統産業の関係者、建築家、有識者（大学教授等）
を
招待。茶会で使用する「川俣シルク」にはすべて国産繭を使用して出来た生糸を使用し、養蚕・
製糸・そして製織までの長い工程から派生する伝統的な絹文化「川俣シルク」の魅力を体感し
てもらい、魅力発信につなげた。同時にPRコンテンツとして制作過程から茶会までの記録撮
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

福島県川俣町
有限会社 紺野機業場
令和元年度
12市町村型
伝統・文化・産業の認知度
向上に向けた情報発信

影を行い、イベント開催後もWeb サイトや SNS、雑誌等で魅力を国内外に発信を継続中。
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事業者一覧

相双地域の魅力等発信事業
事業概要

相双地域を営業エリアとする当金庫が、交流人口の増加と風評被害の払拭・風化

防止を目的に、信用金庫業界のネットワークにより「福島の今」を発信する。
① 相双地域の8市町村の首長が「地域の魅力」
、
「復興の歩み」
、
「未来への想い」を語るメッ
セージPV の製作。
② 地元の関係機関と連携し、震災の教訓を伝える施設
（J ヴィレッジ、東日本大震災・原子力
災害伝承館、東京電力廃炉資料館、福島ロボットテストフィールド等）
や復興に向けた新し
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

福島県相双地域
あぶくま信用金庫
令和元年度
12市町村型
復興状況や先進的な取
組等の認知度向上に向
けた情報発信

い取り組み
（福島イノベーション・コースト構想）
の紹介するページの製作およびこれらを周
遊するモデルコースを選定。
③ 上記を取りまとめたガイドブック「福相双」を製作し、全国の信用金庫や商工会議所に発送。
④ 地域の復興と未来を担う地元の高校生に地域の未来への想いを込めて、本ガイドブックを
卒業記念品として寄贈。
⑤ 令和2年度は、東京東信用金庫（東京都）
、沼津信用金庫（静岡県）
、広島信用金庫（広島
県）
、たちばな信用金庫
（長崎県）
の役職員が当地域を視察。震災10年の節目となる令和3
年3月には、これらの信用金庫の店舗に本ガイドブックが展示。
⑥ 本ガイドブックをもとに信用金庫業界のネットワークにより、交流人口増加に取り組みを進
めていく。

東京における福島県広野町産バナナの販路開拓のための PR 事業
事業概要 福島県産農産物に対する風評被害の払拭に向け、特に福島県産バナナを活用し、
一大消費地である首都圏で PRを実施。東京ビッグサイトでのイベント出展、新宿駅でのマル
シェ出展、横浜でのマルシェ出展等業者及び消費者の両方へアプローチ・商談を実施。
事業成果としては、本取組のメディア紹介による認知拡大に加え、首都圏・東北・北海道から
の視察依頼を受けており、首都圏での安定した販路獲得による事業としての成長、地域にお
ける雇用創出（実際に新規で2名スタッフを採用）
といった副次的な効果も実現した。
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

福島県広野町
株式会社広野町振興公社
令和元年度
12市町村型
伝統・文化・産業の認知度
向上に向けた情報発信

道の駅なみえ伝統産業館への誘客促進のためのモニターツアーを含む情報発信
事業概要 300年以上の歴史を持つ福島県の指定伝統工芸品である大堀相馬焼の認知拡大
を目標に、令和2年度は「バーチャル伝承館」をオープン。世界中の場所、時間を問わずに大
堀相馬焼に触れることができ歴史や特徴を学べるほか、ZOOM 陶芸教室、バーチャルろくろ
等、実際に大堀相馬焼の制作を体験できるコンテンツをページ内で提供。ZOOM 陶芸教室で
は実際の窯元とオンラインで繋ぎ陶芸体験が可能なほか、バーチャルろくろでは、実際に大
堀相馬焼に使用されるろくろ技法を紹介しスマホやマウスで大堀相馬焼の制作体験を可能と
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

福島県二本松市
大堀相馬焼協同組合
令和元年度、令和2年度
12市町村型
福島県内の施設等への誘
客促進に向けた情報発信

し、配信圏の拡大を目指した。
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浜通り水産資源復活を目的とするPR 事業
（浜通りの夜明け事業）
事業概要 浜通り水産品の魅力再構築、新たな浜通り水産ブランドの構築と認知拡大を目指
し、以下2つの取組を実施。
① 浜通りのスターシェフ協力の下、4品の水産商品を試作。水産事業者へのヒアリングやシェ
フとの意見交換などを進めていく中で、浜通りの水産加工品の中でも市場価値のあるもの
（売れるもの）
・価値の低いもの（売れないもの）があり、漁獲量が少ない上に、市場価値
の低いものは殆ど廃棄されてしまうという実情を把握。令和2年度は、あえて市場価値の
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

福島県いわき市
株式会社夜明け市場
令和元年度、令和2年度
福島県型
福島県内の水産業振興
に向けた情報発信

低いもの（捨てられてしまうもの）に注目し、付加価値化商品への磨き上げを実施。木戸川
の希少な鮭に注目し、捨てられてしまうような鮭の頭や骨を有効活用したポアレ・スープ・
おにぎり商品を開発。次年度以降、木戸川漁協併設の加工場で製品化し販売を目指す第
一歩となった。
② 木戸川いくらを使った実食キャンペーン「浜通り木戸川いくら祭り」を4日間限定夜明け市
場飲食店で実施。参加14店舗に独自のいくらメニューを開発してもらい、SNS・チラシ・ポ
スターを使い PRを実施、来場者の意識調査を実施。

原発事故を経験した福島県浜通りの高校生による
「浜通り地域の未来の広域的な市町村構想」発信事業
事業概要

国内外における福島の正しい理解促進、未来を担う子供たちが主体的に地域課

題について考えることを目標に取組を開始。
まずは被災12市町村の復興状況等を整理した上で、現地研修を通し国内での成功事例を
学ぶこととしプログラムを構築。特に令和2年度はコロナウイルス感染拡大の影響もあり、国
内に対象地域を絞り熊本県水俣市の取組状況を調査。福島浜通り地域の高校向けに、プロ
グラムを紹介、募集を実施。事前研修として福島第一原子力発電所構内をバスで見学し、廃
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

福島県双葉郡広野町
特定非営利活動法人
ハッピーロードネット
令和元年度、令和2年度
福島県型
復興状況や先進的な取
組等の認知度向上に向
けた情報発信

炉資料館、特定廃棄物埋立情報館リプルンふくしまや楢葉町の前原・山田浜地区を視察した。
事前研修後は、参加学生主導による課題設定、解決方法を検討し、水俣で学びたい事を整
理、最終報告では水俣市とオンラインで繋ぎ、お茶農家と漁師の講演を視聴し学びに繋げた。

『FoodCamp』を活用した福島の食産業発信
事業概要

生産者と料理人と協働し、収穫体験など畑の現場を体験していただくことを目的

に、その畑に1日限りの青空レストランをしつらえ、一流シェフがその場で採れた食材をコース
料理に仕立てそれを味わう食のツアー「FoodCamp」を開催。令和2度は本事業を活用し、こ
れまで出会った生産者やシェフのストーリー、
「FoodCamp」の意義や将来について紹介した
本を出版し、また今後の海外発信を視野に英語対応の Webページも作成し、情報発信ツール
の拡充を実施。
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

福島県郡山市
株式会社孫の手
令和2年度
福島県型
復興状況や先進的な取
組等の認知度向上に向
けた情報発信
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事業者一覧

Sports Volunteer Festival 2020 in Fukushima
事業概要

東京2020で11万人が活動予定の「スポーツボランティア」は、日常的なスポーツ

の場面でも必要不可欠な存在で、
「する・みる・ささえる」スポーツ文化醸成の肝であると同時に、
SNS やマスコミを通じて世界へ情報を発信する力強い媒体。本事業においては、
「スポーツ
ボランティアが集まる場 =スポーツボランティアの聖地 =J ヴィレッジ」にすることを目的にで、
研修会、サミット、そして地域住民との交流イベントを3本柱として開催。スポーツボランティア
が地元住民と交流し、来訪を繰り返す仕組みを作ることで、交流人口の増加、被災地の情報
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

福島県福島市
NPO 法人うつくしま
スポーツルーターズ
令和2年度
福島県型
その他、福島県の伝統・
魅力等の発信に資する
取組

の発信、被災地域の住民のボランティア活動への参加などの効果を期待。

福島の復興・魅力発信を通した台湾国内での福島とつながる市民コミュニティ形成事業
事業概要

親日国であり日本国内へのインバウンド旅行者も高水準である台湾をターゲット

とし、台湾人の目線で福島を捉えて伝える事をコンセプトとした魅力発信・交流拡大の取り組
みに挑戦。農業／観光／伝統文化／科学技術をテーマとした在日台湾人の若者による福島
魅力取材や台湾での魅力発信イベントを行いながら、福島を応援する台湾市民コミュニティ
「福
島前進団」を組織し、台湾への正しい情報や福島の魅力発信の受け皿となること、加えて福
島への観光やビジネスマッチングによる交流人口・関係人口増加のきっかけとなることを目指
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

福島県全域
特定非営利活動法人
元気になろう福島
令和2年度
福島県型
福島県産品等の購買促進

して取組を実施。

オンラインを中心としたなみえ焼そばの魅力発信・ファンづくりと関連事業者の一致団結・盛り上げ事業
事業概要 ご当地グルメ「なみえ焼そば」の魅力を改めて全国に発信し認知度を拡大、ファ
ン増加による関係事業者の売上拡大、また今後の浪江町や福島県観光客を増やし地域経済
に貢献することを目的に取組を実施。インフルエンサーや広告、SNSを活用し、これまでリー
チできなかった新規ターゲット層に向けて情報発信を実施。獲得したフォロワーに向けては、
アレンジレシピやイベント情報などを継続的に配信した。また、よりコアなファンづくりのため
に「なみえ焼きそばファンクラブ」を令和2年度より開設。オンラインイベント等を通してなみえ
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

福島県双葉郡浪江町
有限会社旭屋
令和2年度
12市町村型
伝統・文化・産業の認知度
向上に向けた情報発信

焼そばの美味しさを体験しファンになってもらうことで、口コミの拡散、継続購入を目指し取組
を継続中。
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相馬復興市民市場における浜の賑わいを創出するための誘客アップ事業
事業概要

令和2年度より相馬市が整備した『相馬復興市民市場』拠点オープンに際し、新

聞広告や施設 PR パンフレットの配布等を行い、風評払拭を目的とする施設であることや市
の水産物を中心に商品展開する施設であることを市内外に広くPRを実施。店内に魚の旬の
時期が分かるパネルの掲示、
『お魚攻略本（レシピブック）』の配布、お魚マイスターによる説
明等を行うことで、魚の旬の時期や食べ方・さばき方等を知りたいという来客のニーズに応え
ることに加え、多くの観光客や市民に対して、相馬の新鮮で美味しい水産物の魅力発信を実施。
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

福島県相馬市
相馬市民市場株式会社
令和2年度
12市町村型
福島県内の水産業振興
に向けた情報発信

近隣観光施設や街なかの商業店舗の割引クーポンも施設内に設置することにより、市内施設
間の回遊性を高め、地域間の連携強化を実現した。

交流人口拡大と地域活性化のための3つの連携する事業
事業概要

川内村における定住人口及び交流人口の拡大を目指し、前年度に設立した一般

社団法人かわうちラボ主導により「ふる里かわうち会」
「かわうち酒宴（さかもり）会」を首都圏
避難村民及び関係層向けに開催。例年開催されているマラソンイベント「みんなで走ろう！自
然と水のふるさと川内高原 FUNラン」とも連携し、ボランティア協力など関係人口の創出にも
取り組んだ。川内村の宝である「大自然」と「人のぬくもり」の魅力ある情報を特定層向けに
継続発信することで、
「川内村を愛するファン」を創出、ファン主導による風評被害払拭・認知
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

福島県川内村
一般社団法人
かわうちラボ
令和2年度
12市町村型
福島県内の施設等への誘
客促進に向けた情報発信

拡大を目指して取組継続中。

浜さ恋 – Project SWIMMY –
事業概要

各種観光キャンペーンをフックに潜在交流者に対して被災12市町村の認知拡大

と興味喚起を行うことで訪問検討を促し、観光来圏、二拠点生活地としての来圏につなげる事、
また中長期的な目標として、被災12市町村への移住を含めた交流人口拡大を目標とし取組
を開始。被災12市町村の生活・観光・企業情報を発信するweb ページ「浜さ恋」を開設し、令
和2年度は訪問を促す施策として、被災12市町村以外からトラベルライターを招聘、各地域で
出会ったことや感じたことを記事として「浜さ恋」に掲載してもらうほか、地域住民にも協力頂
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

福島県富岡町
株式会社鳥藤本店
令和2年度
12市町村型
福島県内の施設等への誘
客促進に向けた情報発信

き地域情報、歴史、現在の被災12市町村に関する記事を「浜さ恋」に掲載。現在の被災12市
町村を継続的に知ってもらい、魅力を感じてもらうよう取り組んだ。

23

事業者一覧

富岡町の新たな価値創出と情報発信事業「PinSプロジェクト」
事業概要 富岡町立小中学校を舞台に「コミュニティの拠点となる学校」を目標に2018年から
「Professionals in School」を実施してきた PinSプロジェクト。令和2度は音楽家大友良英
氏をプロフェッショナル転校生に迎え生徒達と地域住民との交流を通し世代を超えた共育・
学び合いの環境づくりを目指し、活動を継続。
「Professionals in Society」として" 今 " の富
岡町の魅力や変化を伝えること、交流人口の向上を目的として、WEB サイトの制作、PinS の
概要と地域の地図を組み合わせた PinS Project KIT の出版、専門的・多面的に議論を深め
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

福島県双葉郡富岡町
ふたばいんふぉ
（運営元・有限会社
ホテルひさご）
令和2年度
12市町村型
復興状況や先進的な取
組等の認知度向上に向
けた情報発信

るオンラインシンポジウム、現地でのツアーを開催。地域の方々へのインタビューと風景を収
録した映像作品『WEEKEND TOMIOKA』を製作・配信した。

ふくしま花フェスプロジェクト～新たな地域産業創出へのチャレンジ～
事業概要 「次世代の花き栽培担い手」にフォーカスをあて、以下4つの取組を実施。
① オリジナル商品「クリスマスフラワーケーキ」を開発、商品パッケージのデザインを制作。
② ｢ 次世代担い手育成」の視点から、地域の花卉を活用し、地域内の小学校を対象としたア
レンジメント教室を開催。
③ プロジェクトのパネル展示及び県外におけるオリジナル商品のトライアル販売
④ プロジェクト紹介のリーフレット制作・配布、各事業者およびプロジェクトPR 動画制作・配
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

福島県双葉郡浪江町
ふくしま花フェスプロジェクト
実行委員会
令和2年度
12市町村型
伝統・文化・産業の認知度
向上に向けた情報発信

信（合計4本）、WEB サイト／ SNS での発信、テレビスポット／テレビ番組内での紹介など
情報発信を実施。

ふくしま浜通り文化育成アクションプロジェクト
事業概要 地域住民とアーティスト、科学者などのプロフェッショナルが協働して、地域の歴史
と暮らし・祭りと文化等を新たな魅力として発掘・発信を実施。伝統楽曲をアーティストと地元
歌い手でアレンジした新生「広野音頭」
「相馬盆唄」や、ふるさとを語り継ぐための手法と歴史
を発見する方法を住民と交流・共有することで、地域の価値再発見の役割を果たし、これらを
多世代交流スペース「ぷらっとあっと」で統合的に発信。地域のギャラリーとして機能し、文化
事業、歴史・伝統文化発掘・継承の場として活用していくレガシーとなった。また、全体ストーリー
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

福島県広野町・楢葉町・
富岡町
早稲田大学ふくしま
広野未来創造
リサーチセンター
令和2年度
12市町村型
伝統・文化・産業の認知度
向上に向けた情報発信

をWebマガジンで発信し本取組の情報発信も同時に実施した。
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相馬野馬追

伝統・魅力 PR 促進事業
事業概要

重要無形民俗文化財指定の相馬野馬追の認知度を高め交流人口を増加、また出

場希望者増加による相馬野馬追の魅力向上を目的に取組を開始。令和2年度は中ノ郷騎馬
会から甲冑30領、旗指物、相馬野馬追保存会、相馬太田神社から役旗等の協力をいただき「相
馬野馬追甲冑展」を開催。楽天生命パーク宮城で行われた楽天対ソフトバンク戦においては
冠スポンサーとして、中ノ郷騎馬会による相馬野馬追の紹介、甲冑着付け体験等をPRキャラ
バンとして実施。その他相馬野馬追新規体験出場など、相馬野馬追において総合的な情報を
市町村
申請者名

福島県南相馬市
南相馬タウンマネジメン
ト
（株）
年度
令和2年度
対象
12市町村型
事業区分 伝統・文化・産業の認知度
向上に向けた情報発信

継続発信中。

福島県浜通りブランディングサイト構築を通じた地域観光資源等発掘・連携事業
事業概要

福島県沿岸地域においては、民間主導の観光施策の少なさや震災・原子力災害

における風評被害によって、地域への誘客促進が十分に行えていない状況にあることを背景
に、12市町村地域を中心にした観光ツアー造成及び情報発信媒体を開設、それらを浜通り地
域の民間観光関係者と繋げ、広くネットワークを構築することで、地域一体となった観光振興
を促進。具体的には、事業推進地域の発掘とキーパーソンとの関係構築、ツアー造成のため
のモニターツアー実施、関係する飲食店やスポットのウェブコンテンツ化および掲載、サイト
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

福島県双葉町
一般社団法人双葉郡地
域観光研究協会
令和2年度
12市町村型
福島県内の施設等への誘
客促進に向けた情報発信

掲載用の動画制作を実施した。

～被災12市町村×Webマーケティング～自治体・地域作り団体と連携した、12市町村の文化・歴史の再発掘・発信事業
事業概要 被災12市町村の歴史・文化の魅力を再発見・再定義するWeb サイトを開設。既に
地域に数多く存在する歴史を、若い女性（歴女）にターゲットを絞り、SEO（コンテンツマーケ
ティング）型の記事配信にて実施。記事の執筆はライター育成講座を過去受講した生徒の皆
さんに依頼をし、地域のマーケターの育成・雇用も創出し、地域の歴史を深堀した取材記事に
おいては東京在住のライター
（旅ライター）
に執筆を依頼し、歴史の魅力を再定義した。
市町村
申請者名
年度
対象
事業区分

田村市
NPO 法人くらスタ
令和2年度
12市町村型
伝統・文化・産業の認知度
向上に向けた情報発信

お問い合わせ

株式会社ジェイアール東日本企画
ソーシャルビジネス・地方創生本部
（「地域の伝統・魅力等発信支援事業」担当）
MAIL：info@fukushima.page

