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1. プロジェクト概要
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1‐1‐1. プロジェクト概要・目的
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1‐1. 概要

平成24年度

現状分析

～地域資源の発掘～
～課題の抽出～

現状を分析した上で
課題解決のための

具体的な方策について
検討

平成25年度

実践

住民主体のまちづくり活
動が盛んに行われること
を目標とし、課題解決に
向けた活動をＰＤＣＡを回

しながら実施

【概要・目的】
本研究プロジェクトでは、若者との交流、意見交換を通して、住民の方々自らが主役となり、
地域の資源を発掘し、尾鷲市における問題解決につながる活動を生み出す仕組みを構築
することを主眼とする。そのための重要なポイントは、住民の方々と若者がともに対等な立
場で地域の資源を再認識し、課題を解決するための実現可能な具体策を議論していくプロ
セスにあると考える。さらに、このような活動の中で新しいつながりが形成され、地域をどの
ように元気にしていくのか意味づけが行われ、一体感が芽生えていくと期待できる。
三重県では、南部13市町が、他の地域と比べ若者の流出などによる生産年齢人口の減少
が著しく、過疎化、高齢化が進んでいる。尾鷲市は人口約2万人、11町で構成されている。
沿岸部の4地区（九鬼、早田、三木浦、三木里）では、過疎化がすすんでいるものの、地域の

問題解決につながる活動が立ち上がっている。そこで本研究プロジェクトでは、若者との交
流を通して、活動をさらに加速させ、地区間の連携、相互作用を実現し、住民の方々が主役
となって、地域の未来を考え、いろいろな行動を生むきっかけをつくりだしていくことを目的と
する。また、4地区でプロジェクト活動を行う事により相乗効果が生まれる事を期待し、連携
の可能性についても検討していく。

三木里

三木浦

早田

九鬼

[尾鷲地図（google mapより引用）]
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1‐1‐2. 平成25度の活動概要案

平成25年度は、昨年度の 終報告会で提案した案を、学生と住民が共に、PDCAを回しながら実践する。そして、その実践結果
からわかったことを活かし、本プロジェクト完了後にも継続する計画を作成することを目指し、開始した。

1‐1. 概要

平
成
24
度
の
提
案
内
容

P
Plan：

計画

D
Do：

実行

C
Check：

評価

A
Action：
改善

プロジェクト完了後も継続可能な
実現性の高い将来プランの作成

今
年
度
の
成
果

平成25年度尾鷲○○元
気計画

※○○は各地区名。
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1‐2‐1. プロジェクトメンバー（大学側）

教職員

飯盛 義徳 慶應義塾大学総合政策学部准教授

西田 みづ恵 慶應義塾大学大学院特任助教（有期）、慶應義塾大学総合政策学部非常勤講
師、当プロジェクト統括リーダー

木口 恒 慶應義塾大学SFC研究所 所員(訪問)
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1‐2. 体制

学生

上森 裕美 総合政策学部3年 深野 真央 総合政策学部4年

巌 充成 環境情報学部4年 松田 華保子 環境情報学部4年

冷水 佑輔 総合政策学部4年 松野 幸宗 総合政策学部4年

瀧 聡志 総合政策学部4年 柴田 早貴 総合政策学部3年

津福 和加子 総合政策学部4年 清水 悠子 総合政策学部3年

有志メンバー（飯盛研究室所属）

2年間、大学側は以下のメンバーで、学生が中心となり、教職員はサポーターとして活動した。



©三重県尾鷲市元気プロジェクト

昨年度の体制

今年度の体制

1‐2‐2. 平成25年度運営体制
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1‐2.体制

平成25年度は、実践するフェーズとなるため、主役である住民と学生が動きやすいよう、以下のような体制に変更した。
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1‐2‐3.平成25年度運営体制（学生）

●学生代表：上森裕美 ●研究担当：清水悠子

8

1‐2. 体制

九鬼 早田 三木浦 三木里

リーダー 巌充成 深野真央 柴田早貴
津福
和加子

松田
華保子

松野幸宗 冷水佑輔 瀧聡志

補佐 松野幸宗 冷水佑輔 瀧聡志 松田華保子

今年度は、地区ごとにPDCAを回しながら活動していくため、学生も担当地区を決め、取り組んだ。
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1‐2‐4. サポート側の役割分担

区長

今年度は地区ごとに学生たちが入らせていただくため、
地区ごとに、学生たちと住民の方々が活動を進められるように
サポートをお願いしたい。
①学生たちが現場に入る際の周知、「尾鷲学生新聞」の配布
②活動に必要な場所や食事等の手配
③学生たちの相談に乗っていただく

尾鷲市役所
①報道対応
②道具の貸し出し
③地区合同・地区間連携活動の際の調整

慶應スタッフ
①進捗状況確認、共有
②学生の活動サポート
③情報発信「尾鷲学生新聞」発行、Webページ

三重県庁 全体サポート
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1‐2. 体制

サポート側もどのように学生と住民を支えれば良いのか、事前に役割を明確にした。
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1‐2‐5. 東京おわせ会

活動を進める中で尾鷲出身者と連携する可能性があると考え、本プロジェクトについて紹介させていただく機会をいただいた。
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1‐2. 体制

■概要
東京で開催される「第17回東京おわせ会総会」に参加。
尾鷲に関わりのある方々と繋がりを作れる場であると
考え参加した。

日時：6月16日（日）13：30～16：00
会場：ルポール麹町
参加メンバー：上森、津福、瀧、柴田 計4名

13：30 開会の言葉

13：40 来賓紹介

13：45 乾杯

14：00 尾鷲節、ショーなど

14：15 歓談

14：30 ＰＲタイム 3分×10組

15：00 福引

15：30 歓談

15：50 「尾鷲節」合唱

15：55 閉会の言葉

16：00 閉会

■目的
①外部に向けた尾鷲市元気プロジェクトの活動発信
②資金調達

■成果
①3分のＰＲタイムを頂き、情報発信を行った（参加者○名）
②歓談タイムに47名の方と名刺を交換し、コネクションができ、
追ってメールでも情報発信した。

撮影：柳田幸嗣
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1 2 3 4

代表者会議 活動中の連絡
「尾鷲学生新聞」

紙面
「尾鷲学生新聞」

Web

目的

・各地区の進捗状況の共
有
・学生から区長様、三重県、
尾鷲市への相談・報告

活動推進のための相談・
連絡・報告

内部への情報発信
(世帯数分1353部
=九鬼460+早田148+三木
浦322+三木里423）

外部への情報発信
※4地区以外の尾鷲市、
全国に向けて

担当者
・慶應（学生・スタッフ）
・三重県
・尾鷲市（区長・市役所）

①地区学生リーダーと地
区連絡係（住民）

②地区学生リーダーと区
長様

・取材編集：慶應（木口）
・チェック：尾鷲市
・配布：区長様

・慶応（木口）

方法 テレビ会議 電話・メール

木口編集
→慶應（飯盛）・尾鷲市
チェック→慶應で印刷→
学生から各区長様へ郵送
→区長様から全世帯に配
布

紙面「尾鷲学生新聞」が完
成次第、木口がウェブ
ページに掲載。

頻度
月１回
（月曜日15時～）
※随時調整

適宜
※細目に

尾鷲に伺う事前事後 尾鷲に伺う事前事後

1‐3. コミュニケーション

11

昨年度の反省点として情報共有の不足が挙げられた為、今年度は、連絡や進捗報告の取り方を決めてからスタートした。
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1‐3‐1‐1. 尾鷲学生新聞 第1号～第3号
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1‐3. コミュニケーション

■概要
尾鷲市元気プロジェクトに直接関わっていない住民に対しての情報発信。
全10 号を毎回4地区全世帯に配布したと共に、ウェブサイトにも掲載(http://isagai.sfc.keio.ac.jp/owase/)。

活動を進める際、地域内で本プロジェクトに対する認知度が低いと、住民も学生も動きづらくなることを予想し、活動内容を知らせる新聞
を毎月、4地区に全戸配布した。
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1‐3‐1‐2. 尾鷲学生新聞 第4号～第6号
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1‐3. コミュニケーション



©三重県尾鷲市元気プロジェクト

1‐3‐1‐3. 尾鷲学生新聞 第7号～第9号
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1‐3. コミュニケーション
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1‐3‐1‐4. 尾鷲学生新聞 終号
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1‐3. コミュニケーション
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1‐3‐2. 尾鷲学生新聞 アンケート調査
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1‐3. コミュニケーション

アンケート項目
(1)性別、年代を教えてください。

男性/女性
10代/20代/30代/40代/50代/60代/70代/80代/90代/100代

(2)尾鷲学生新聞を知っていますか？
はい・いいえ

(3)‐1 尾鷲学生新聞を読んだことがありますか？
はい・いいえ

(3‐2) （3‐1）で（はい）を選んだ方にお聞きします。
尾鷲学生新聞を何回読んだことがありますか？
（ 回） ※記述

(4)尾鷲学生新聞を読んで尾鷲市元気プロジェクトの活動内容がわかりましたか？
よくわかった・わかった・ややわかった・わからなかった

(5)印象に残っている記事を選んでください。（複数回答可）
学生メンバー紹介・計画立案会・4地区の活動計画書・活動の進捗報告

(6)学生新聞を読んだ感想を教えてください。※
(7‐1) 尾鷲学生新聞について家族と話したことがありますか？

はい・いいえ
(7‐2) (7‐1)で（はい）を選んだ方にお聞きします。

話した内容を教えてください。※
(8‐1)尾鷲学生新聞について家族以外の人と話したことがありますか？

はい・いいえ
(8‐2) (8‐1)で（はい）を選んだ方にお聞きします。

話した内容を教えてください。※
(9)尾鷲学生新聞を手元に残していますか？

はい・いいえ
(10)何かあれば自由にお書きください。※
※自由記述

女

56%男

28%

未記入

16%

性別割合
単位：%

 概要
九鬼・早田・三木浦・三木里の4地区全域を対象に

アンケート調査を実施した。尾鷲学生新聞を通し
て行っている活動報告・情報発信についての認知
度や、波及効果を調べることを主たる目的とした。
新聞という紙媒体を用いた情報発信の有用性に
ついて検討する。

 実施期間
2013年11月～2014年2月

 対象地域
九鬼・早田・三木浦・三木里各地区全域

 アンケート回答数
100人

年代分布
単位：人

0 0
6 7 10

31
36

8
1 1

10
代

20
代

30
代

40
代

50
代

60
代

70
代

80
代

90
代

未
記
入

0

10

20

30

40
(人)

※この調査は、日頃活動を共にした住民の協力を得て
行ったものであり、サンプルに偏りがある可能性があるこ
とをあらかじめご了承いただきたい。
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1‐3‐2‐1. 尾鷲学生新聞 アンケート結果１

17

1‐3. コミュニケーション

71%

29%

はい
いいえ

Q2 尾鷲学生新聞を知っていますか？

■調査結果 ※自由記述の項目については後述する。

Q3‐1 尾鷲学生新聞を読んだことがありますか？

64%9%

27%
はい

いいえ

未記入

Q3‐2 尾鷲学生新聞を何回読んだことがあります
か？

2
8 8

13

4 2 2

15
11

1

34

0

10

20

30

40
(人)

(回数)

Q4 尾鷲学生新聞を読んで尾鷲市元

気プロジェクトの活動がわかりました
か？

15%

25%

17%
6%

37%

よくわかった

わかった

ややわかった

わからなかった

未回答

Q5 印象に残っている記事を選んでください。
（複数回答可）

16 12

28 23

50

0
10
20
30
40
50
60

(人)

Q7‐1 尾鷲学生新聞について家族と話したこと
がありますか？

はい

19%

いいえ

45%

未記入

36%
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Q8‐1 尾鷲学生新聞について家族以外の
人と話したことがありますか？

■調査結果 ※自由記述の項目については後述する。

Q9 尾鷲学生新聞を手元に残していますか？

はい

20%

いいえ

43%

未記入

37%

はい

31%

いいえ

28%
不明

2%

未記入

39%

Q6  尾鷲学生新聞を読んだ感想を教えてください。

■調査結果（自由記述）

もっとたくさんの記事を載せてほしいと思います。/ 新しいアイディアこいやぁ天気雨呼び込み PR / 遠くから来て良く頑張っている。 / 出向いてくれてる感激
した / 翌入ってきてくれた町おこし地元で動く人少ない / 3月以降提案→26年度 / 解りやすくていいです / 広がってくれればよいけどどうなのかなむずかしい
/ これからもがんばってくださいよかったですよ / がんばって / まぁこんなもんかな / 情報がおそい / 各地域の動きがわかった / 中途半端でよくわからない / 
他の地区と一緒に印刷されていても、自分の町しか興味はなかった / 内容が良く分からなかった / あ～学生さんごくろうさんやな！！地域活性化につながる
といいなーと思いました。/地区の活性化のきっかけとして良いと思う。/紙質がよすぎる。内容はわかりやすい。/現在の学生は色々の事に計画を立て活動し
てます。/ 頑張ってくださっているなーと。/他地区の活動も含めて若い人の頑張りは力強い。/他地区の活動の内容を知る。/4地区ともにがんばってると思う
が、早田も負けていられない。/地区の意志の疎通がない。それが大切。たくさんのお年寄りが大切。/地区にあった活動内容/がんばっとるなー/内容がよく
分からなかった/各地区の活動の様子がわかって大変良いと思いました。定期的に出てるとは思わなかったですが、何回分かはファイルしてあります。/他地
区の活動内容がわかった/皆の元気に感心する。/いろいろな情報が良かった/詳しく書かれていてわかりやすい/学生さんたちも頑張ってくれているので、自
分達も頑張ろうと思った。/われわれの感覚若い入りやすい/よくやってくれてるな/それぞれ各地域柄を生かして皆とつながりをもって取りくんでいるのだな
あと思う。/私達にない考えで/たのしませていただきました。/学生のまじめに取りくむ姿勢を我々も参考にしたい

1‐3‐2‐2. 尾鷲学生新聞 アンケート結果2
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1‐3. コミュニケーション
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1‐3‐2‐3. 尾鷲学生新聞 アンケート結果3

19

1‐3. コミュニケーション

Q8‐2  （尾鷲学生新聞について家族以外の人と）話した内容を教えてください。

■調査結果（自由記述）
Q7‐2 （尾鷲学生新聞について家族と）話した内容を教えてください。

福祉まちづくり参画全国大会三重/内容についてこうしたいああしたい/関わった内容/配布に関する/学生メンバー紹介が楽しかったです。各4地区の活動
計画参考になりました。/学生さん、よーやってくれるなー！/紙質のこと（良すぎる）。表面的すぎる、的がしぼられていないように思うと私がいいましたよ。他
地区のことは多少なりと内容を知ることができた。/みんながんばってるね/一生懸命がんばってるなあ/若い人ががんばって/今、私たちが行っているレシピ
本について話しました。/色々の活動をしている/他地区の活動と、自分たちの地区のこれからの取り組み/よくやってくれてるね。でも、協力する時間がない
なあ。婦人会とかで。/家族に話した同じ内容/自分達に欠けていた情報発信の仕方について

こいやぁ出発/何故三木浦のものがないのか/色々/各地区の取組等/来たよー/都会からの意見をもっと具体的によせてほしい/よーわからんなー…と/よその
学生さんが町のことを考えてくれてありがたいな/娘に具体的なことを説明してもらった/過去早田と関わった大学について。方向性/評判はいいよ。/近場のプ
ロジェクトを見に行きたい。/若い人の視点、外からの視点の新鮮さ。/地域の活性化のため少しでも力になりたい。/地域のみんなが少しでも生きがいと言う
か元気になるきっかけづくり、横のつながり作り等々/学生さんが聞いて頂く事が嬉しかったです。/地域の特性を生かした活動をわが町でどう取りくんでいっ
たらよいか。今年度の取りくみを将来の町おこしにどう生かしていけるか。

Q10  何かあればご自由にお書きください。

いろいろな活動を知り感謝しています。これからも尾鷲市のためにがんばって下さいね。/高齢者が多く話題にしない/少し元気が出てよいと思います/他地区
の頑張りが見えない/学生に思うこと：下準備をしてから来た方が良い、もっと遠慮なく/なんかあんまり意義があるのかな？日数も少ないし…/内容を深めて下
さると嬉しいです。紙質が上等すぎる。/九鬼の町の為にありがたいです。/これからも九鬼地区との交流をずっと続けていってほしいと思います。/もう少し読ん
で見たいと思うような新聞にしてほしい。/活動そのものを知りませんでした。でも今後関心を持ちます。/なんとかせなあかんと考えるきっかけになりました。あ
りがとうございます。/これを機に町が元気になればいいと思います。/いろいろな面でご苦労様です。活性化につながるといいです。/①九鬼は明朗会の方が

各戸に配布して下さっているのですが紙質がしっかりしているので重く感じると（他の印刷物と一緒にするので）話していました。②内容が今一つだと思いまし
た。活動がよくみえないからからです。余白も多いし、もったいない（紙面だけの事ではなく）な～！！実際の活動を知っているだけにほんともったいない。でも
他所の町のために一生けん命力を注いでいただいたことはとても感謝しております。ありがとうございました。“このままではだめだ！！”という危機感を持ちな
がらも具体的に動いてなかったので、皆さん,,,,九鬼の町を担当して下さった松田さん巌くんの存在はとても大きく、活性化にむけて何かをやろう！！の力にな
りました。今は慶應の皆さんが私共に下さった課題を継続してよっていこうという思いです。ガンバリマス！！/この新聞がレシピ本作成の次へのエネルギーに
の1つになりました。ほんとうにありがとうございました。乱筆ご容赦!!/このプロジェクトが終わっても、尾鷲のことを忘れずに今後もよろしくお願いします。/楽し
かった。いい経験をさせてもらいました。/学生さんへ 元気プロジェクトのチームの皆さん長期間ありがとうございました。/みきさとのうまいもん買いました。2冊
かって余分においといて見せたりする。ちょっと味つけちがうなと思ってやってみたり。会話のネタになったり。/皆元気で。三木里の人達も皆さん高齢化してい

ます。でも時間がいっぱいある方も大勢います。何かと言っても具体的には分からないのですが今回作ったレシピ本からきっかけをみつけ何かにつなげて皆さ
んの生きがいと言うか、張り合い作りになればと願っています。/地域には何の不思議に感じていた事以外の目から見ると、貴重な財産であったりする事が指
摘され、なるほどに思わされる事が沢山あるということに気づかされる。これを機に町内の文化や行事を今一度点検したいと思う。
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1‐3‐3. 代表者遠隔会議
代表者で進捗を共有すると同時に、4地区の関係者が顔を合わせる機会を作ることを目的に、月に1回のペースで開催した。

10月までは学生から報告する形で進め、中間報告会からは住民代表の方から報告をしていただくようにした。
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1‐3. コミュニケーション

■概要
月1回4地区が尾鷲市に集まり、尾鷲市、三重県、慶應大学を遠隔会議システム

を用いて繋げる。尾鷲市に実際足を運べる回数には限りがあるため、遠隔会議
で補完する。

■目的
①月1回顔を合わせることによる信頼関係構築
②4地区合同開催による4地区同士の繋がり作り

日時 内容 参加者

① 5月27日（月） 2013年度スタートアップ

② 6月24日（月）
東京おわせ会の報告・

計画立案会の反省・準備

③ 8月5日（月） 進捗報告・共有

④ 9月25日（水） 進捗報告・共有

⑤ 10月31日（木） 進捗報告・共有

⑥ 11月12日（火） 中間発表会

⑦ 12月20日（金） 進捗報告・共有

⑧ 1月30日（火） 進捗報告・共有

・4地区区長
・三重県職員
・尾鷲市職員

・西田
・学生メンバー

4地区
住民代表

飯盛先生

飯盛先生

■実施内容
（全8回）
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2. 活動計画

21

2‐1.活動計画立案会

2‐2.九鬼地区の活動計画

2‐3. 早田地区の活動計画

2‐4. 三木浦地区の活動計画

2‐5.三木里地区の活動計画
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2‐1‐1. 活動計画立案会の概要・目的

今年度は、各地区でPDCAを進め、確実に成果を出すことできるよう、 初のPlan作り
だけは、全地区に計画立案会の場を設け、同じ12項目について計画を立て提出する
ことを義務づけた。また、内容については、ルールを2つ決め、それ以外は自由にした。

22

2‐1. 活動計画立案会

■概要
平成24年度の調査結果を踏まえた上で、地域の抱える課題を解決するための
活動計画立案会を開催。九鬼と早田、三木浦と三木里の2回に分けて実施した。

■目的
①平成25年度は1年間で課題解決に向けた活動を実施する。学生主導ではなく、住
民主体の活動となるよう、住民目線の活動計画を立てる。
②2地区同時開催することで、他地区の活動を知り自分たちの地区の活動に活かす、
お互いに顔見知りなり新しい繋がりが生まれることも期待した。

〈第1回〉九鬼、早田計画立案会
日時：6月15日（土）午前の部10:00～12：00、午後の部13：00～17：00
会場：早田コミュニティセンター
参加人数：九鬼12名、早田13名

〈第2回〉三木浦、三木里計画立案会
日時：6月29日（土）午前の部10:00～12：00、午後の部13：00～17：00
会場：三木浦漁村センター
参加人数：三木浦12名、三木里14名

九鬼

早田

撮影：西田みづ恵

撮影：西田みづ恵
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2‐1‐2. 活動計画立案会の内容
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2‐1. 活動計画立案会

■事前準備
事前に以下の12項目について、学生でたたき台を用意。
当日の状況に合わせて準備していた内容を用いて話し合いを進めた。

①背景 ⑦調達
②プロジェクト内容 ⑧コスト
③目的 ⑨スケジュール
④目標 ⑩リスク
⑤体制 ⑪リスクの対応
⑥コミュニケーション ⑫ルール

三木浦

三木里

■活動計画書
当日の話し合いを元に平成25年度の活動計画書を作成参照:2.活動計画）。

■成果
①各地区の状況に合った計画を立てた結果、活動は 後（プロジェクト終
了時）まで継続された（適宜状況に合わせて計画は変更している）。

②計画立案会後の懇親会では早田のお母さん方が用意して下さった料
理について九鬼の住民が質問する場面があり、住民同士の会話（繋が
り）が生まれた。

撮影：西田みづ恵

撮影：西田みづ恵

■今年度の活動ルール
①3月7日の発表会にて、今年度実践したことと次年度の計画を住民の方が発
表すること。
②実践にかかる費用や必要な物は、各地区で持ち寄り、調達すること。
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2‐1‐3. 計画概要（立案会後）
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2‐1‐3. 活動計画立案会

立案会後に上がってきた各地区の計画の概要である。詳細は、九鬼は2‐2、早田は2‐3、三木浦は2‐4、三木里は2‐5に記す。
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2‐2‐1. 背景

九鬼には、質の高い食文化や、豊かな自然環境がある。また、漁業が盛んで近隣地域の中では裕福な地域で、教育に力を入
れていたことから、優秀な人材が九鬼の外で活躍をしている。しかしながら、インターネットで「九鬼」と検索をしても九鬼にまつ
わる情報がまとめられているウェブサイトはほとんどないに等しい。特に、九鬼出身者、また釣りやボートなどの観光客に対す
る情報発信が足りないと考えられる。この「インターネットでの情報発信の必要性」については、数年前に立ち上がった町内会
の会議で問われていたもののなかなか前に進まない現状がある。

一方、九鬼の住民の方々には、若い人が住む町にしたいという思いがある。具体的には、「住む」に至るまでには、大きなイ
メージとして「知る」→「訪れる」→「好きになる」→「住みたくなる」の段階があると考える。そこで、本プロジェクトにおいては、ま
ずは知ってもらうための方法として、食を中心とした九鬼の情報発信に取り組む。

当初予定していたレシピ本では、費用対効果が期待できず、一過性で終わってしまうのではないかという問題点があがった。
そこで、もう一度「外部発信」という課題を解決する手段を検討し、更新可能かつ物理的距離の制限に囚われないインターネット
ウェブサイトにコスト（時間・お金・労力）をかけていく方針に切り替えた。具体的には、対象者や段階により、ウェブサイトを更新
していくことが可能である。例えば、Uターン・Iターンそれぞれを対象に「知る」のフェーズに取り組み、順次フェーズをあげ将来
的には「住みたくなる」のフェーズでも活用できるようなウェブサイトを想定している。

5月段階では①外部発信、②メンバーの固定化を課題としていたが、7月打ち合わせ以降は、外部発信をメイン課題として据え
た。しかしながら、準備過程で新しい人のつながりが結果的に作られていくことが期待できる。
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2‐2. 九鬼地区の活動計画

【1】背景

目的

問題点

課題

若い人が住む町にする。

外部への情報発信に欠けている。

若い人が住む町にするために、まず九鬼を知ってもらうため、
どのように外部へ情報発信すれば良いか。

＜まとめ＞
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・10月までに仮完成

・2月までにウェブサイトを改善

・3月にウェブサイトを完成

（完成＝一般公開できる状態）

2‐2‐2. 内容・目的・目標

三重県尾鷲市九鬼町のウェブサイトを立ち上げる。

26

2‐2.九鬼地区の活動計画

【2】プロジェクト内容

【3】プロジェクトの目的

ウェブサイトを通して地域外へ九鬼の情報を発信していく。
具体的には….

・情報発信する相手は、九鬼を離れて暮らしている子や孫、観光客とする。
・まずは訪れたくなるような情報を載せていく。
・バーチャルの整備のみでなく、現実社会の整備も合わせて行っていく。
・「知る」→「訪れる」→「好きになる」→「住みたくなる」のフェーズごとに載せる情報を変化させていく。

【4】目標

ウェブサイト

Google Analytics を使い、滞在時間、訪問回

数、訪問頻度、移動経路などを測定し、ウェ
ブサイトの分析を行う。その分析によって、外
部発信の効果を測定しながらウェブページの
改善に努める。

※9/19の打ち合わせで要検討予定。

外部発信の効果測定
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2‐2‐3. 体制・コミュニケーション・調達
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2‐2. 九鬼地区の活動計画

【5】体制

◆資金面など複雑な部分を検討する中心メンバー：
田崎祐一さん(町内会長)、川上岩正さん(区長)、川上修史さん(ウェブサイト提案者)、山田順亮さん(地域おこし協力隊)、学生
◆学生の受け入れサポート：共同組合 川上ちづさん
◆ウェブサイト企画（コンテンツや運用方法を企画）：

三浦さほさん、川上美代さん、加藤美智子さん、桑阪孝枝さん、川上和子さん、川上尚子さん、大川康子さん、田崎ますみさん、
川上則之さん、川上岩正さん、山田順亮さん、宮崎雅義さん、川上修史さん、田崎祐一さん、仲野常秋さん
◆ウェブサイトのデザイン：濱口麻理恵さん、学生
◆ウェブサイト使用写真：鈴木陽子さん

【6】コミュニケーション

＜連絡者＞ 川上ちづさん
＜手段＞ LINE、電話
＜頻度＞ 月に1回は状況確認で連絡。（今後スケジュールの進展が1ヶ月単位のため）

【7 】調達

人（ウェブサイト開発者、デザイナー）
→white＆peach(株)の代表取締役の濱口麻理恵さんにお願いする。
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2‐2‐4. コスト・スケジュール・リスク
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2‐2. 九鬼地区の活動計画

【8】コスト

【9】スケジュール

デザイン料、人件費：約20万円
※細かい見積もりなどは9/19日の打ち合わせで行なってもらう予定。
（案）①県の助成金がないか確認 ②共同、定置(株)、町内会で3分割する。

8月28日 出張時に方向性や資金調達などの打ち合わせ（※plan）

9月19日 濱口さんとウェブサイトのデザインについての打ち合わせ（※plan）

11月15日 住民だけで料理教室の企画の打ち合わせ（※plan）

10月中 ウェブサイトの仮立ち上げ（※Do、Check）

11月29日 ウェブサイトに載せるためのレシピ作りのために料理教室の開催（※Action）

2月頃 ウェブサイトについて改善点の検討（※Check）

【10】リスク・問題点・懸念事項 【11】リスクの対応

学生が地域に入ることで負担（宿泊や
食事など）になっている可能性がある。

載せる情報の精査が難しい。

夜行バスの利用や素泊まり等で交通費・宿泊費を節約しつつ、民泊や懇親会など地域の
負担になるような選択は避ける。お昼を挟む時間帯などでの会議は避ける。（お弁当を参
加者に町内会が提供しなければならなくなるため。）

濱口さん、学生、住民で、ウェブサイトの目的というのをしっかりと共有し、その目的に合っ
た情報を載せるようにする。あまり載せすぎてもコストがかかってしまう点にも注意する。

【8】コスト

【9】スケジュール
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2‐3‐1. 背景

早田に新しいコミュニティセンターが設立され、住民でコミュニティセンターの利用方法について計画書がつくられている。住民
の思いは、コミュニティセンターを気軽に人が集まり、活発な活動が生まれることである。しかし、コミュニティセンターが有効活
用されるための仕組みづくりについてはこれからである。また、早田内のまちづくり活動への参加者が固定されているという現
状がある。

そこで、本プロジェクトでは、自由度の高い「シェアキッチン」という形で、調理室の開放を行うことにより、コミュニティセンター
へ行くきっかけをつくる。同時に、自由度を高く設け、気軽にまちづくりの活動の一環に関われる機会を作ることにより、メンバー
固定化を緩和させることも狙う。さらに、お一人様高齢者も多い早田では、みんなで集まり食を囲むと言う楽しみが生まれる効
果も期待したい。
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2‐3. 早田地区の活動計画

【1】背景

目的

問題点

課題

コミュニティセンターを、気軽に人が集まれる場にする。

（1）新しいコミュニティセンターが有効活用されるための
きっかけが不足している。

（2）まちづくり活動の参加者が固定化している。

コミュニティセンターを気軽に人が集まれる場にするため、どのような
仕組みをつくれば、有効活用されるか。また新規まちづくり参加者が

入ってくるか。

＜まとめ＞
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今まで活動に積極的に参加していな
かった人たちの新規参加者確保

2‐3‐2. 内容・目的・目標

笑顔食堂（惣菜、弁当の販売）を企画する。
初は、敬老会にて弁当の提供を行う。その後、学生との共同料理や販売を経て、月１回の定期的開催と新メンバーの獲得を

目指す。その後、利益向上、収入の獲得なども視野に入れていく。

※自由に気軽に使うのではなく、たびたび申請をし、日程を決めて活動することで、達成をめざす。
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2‐3. 早田地区の活動計画

【2】プロジェクト内容

【3】プロジェクトの目的 【4】目標

お一人様高齢者の食事場所を提供
→イベント(学生も調理に参加し、お弁

当・惣菜の販売に関わる会)を行うことで

認知度の向上に努める。また敬老会や
ほのぼのサロンなどの早田の既存の活
動と併用することで高齢者の方々が知

る機会をより増やす。

笑顔食堂への登録者という参加とそこで作られたお弁当・お惣菜を購入するという
参加の二つの参加の仕方を考える（現在新たに2名の登録参加者がいる)。目標
人数についてはは次回出張時に再度検討。
・「ほのぼのサロン」で提供する食事を笑顔食堂が提供する。1つ500円で提供。予
約制にし、予約数15名、予約外5名の購入を目指す。

今までコミュニティセンターに足を運ばなかったお一人様高齢者がコミュニティセン
ターに訪れるようになる。

多くの人たちが集まれる
コミュニティセンターへのきっかけ作り

①

②
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2‐3‐3. 体制・コミュニケーション・調達・コスト
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2‐3. 早田地区の活動計画

【5】体制

◆活動リーダー：岩本啓代さん
◆広報：湯浅光太さん
◆笑顔食堂メンバー（5名ずつのチームを作り、交代制で活動を行う）：
東一代さん、東周子さん、岩本いそ子さん、東伴子さん、東田鶴さん、西川八千代さん、東カツ子さん、岩本啓代さん、
東敏代さん、粂友美さん、他新規メンバー2名（慶應の学生(深野、松野)も登録）

【6】コミュニケーション

＜連絡者＞ 湯浅さん、岩本啓代さん、（岩本区長）
＜手段＞ 電話、メール、スカイプ
＜頻度＞ 低月1回。企画などにより適宜行う。

【7 】調達

◆ビラ
◆食材：そのつど調達が必要
◆調理器具：現地で確認済み

【8】コスト ＜食材費＞
笑顔食堂の活動でまかなえるように目指す。ビジョン早田実行委員会からも援助していただける。
今後つくる弁当や総菜により品目、金額に随時変更があるため詳細については未定。
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2‐3‐4. スケジュール・リスク
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2‐3. 早田地区の活動計画

【9】スケジュール
9月 敬老の日に合わせて「笑顔食堂」でお弁当を提供する。区が全ての弁当を買い取り、

参加者に提供する。

10月初旬 お弁当の中身企画（※Plan）

10‐12月 「ほのぼのサロン」で提供するお弁当を笑顔食堂が月1回提供（※Do）

12月 目標に対する全体の振り返り（※Check）

1月初旬 惣菜の企画（※Action）

1‐3月 お弁当に惣菜の販売も加え、月1回提供（※Action）

3月
目標に対する全体の振り返り（※Check）
振り返りには、目標の達成度に加え、収支や活動の効率化(人数や体制)を図るため
の振り返りも行う。

【10】リスク・問題点・懸念事項 【11】リスクの対応

保健所の衛生面での問題

お一人様高齢者との告知、
連絡をどうするか。

市役所の方々や九鬼センター長に調理室(仮)と利用条件を確認し、早田の方々とも共有す
ることができた。(6/25,8/23の出張時)

高齢者の方々の福祉の会に参加し、笑顔食堂の告知を行い、意見をもらうことができた
(6/25の出張時)。今後も引き続き、広報活動を行っていく。
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2‐4‐1. 背景・内容

三木浦地区は食・産業などの地域資源が豊富である。特に真鯛の養殖や椿油の生産が盛んに行われている。また、ダイビン
グにも適しており、訪れるダイバーからは「せっかく来たからには何か買って帰りたい」といった「お土産」に対してのニーズがあ
る。しかしながら、現状では、地域の魅力を外部に発信する力が不足している。
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2‐4.三木浦地区の活動計画

【1】背景

目的

問題点

課題

三木浦に訪れたダイバーにお土産を買ってもらい、外部に三木浦の魅
力を発信してもらう。

（1）三木浦の魅力の外部発信力の不足している。
（2）ダイバーがお土産を買う場所がない。

どのように、三木里の魅力を外部発信するか。

＜まとめ＞

三木浦発→全国行き ～三木浦の特産品、出てこいやぁ～
三木浦の特産品を販売するお店「三木浦こいやぁ」を運営する。プロジェクトとして、現在三木浦地区で不足している外部へ
の特産品のアピール活動、外部への情報発信を行っていく。

具体的にはダイバーの動線上に新たに住民が運営していくお店を設置し、ダイバーに向けて三木浦の特産品の販売促進
活動を行う。ダイバーに買ったものについてSNS上(Twitterやfacebookなど)で情報発信してもらえるような仕掛けづくりを行う。

例：買ったその場で投稿すると試供品がもらえるキャンペーンなど。

【2】プロジェクト内容
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より三木浦の魅力を知ってもらうため、ダイバーを通じ
て外部に発信していく。
・ダイバーの動線に商店を作成
・三木浦の特産品を販売

・ダイバーからさらに外の人間に発信できるような仕組
みを作る

2‐4‐2. 目的・目標・体制・コミュニケーション
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2‐4. 三木浦地区の活動計画

【3】プロジェクトの目的 【4】目標

住民の方々が三木浦の魅力を気軽にPRするための場
を作る。
・商店を住民が運営する仕組みを作る
・住民がPRしたいものを売れるようにする

・仮の商店を作り、ダイバーが多い祭りの日に試験的に開催する。
・ダイバーから発信する方法を確定する。
→ 終的に住民の方だけで運営できるような体制にもっていくの
が 終目標である。

・できるだけ多くの住民を巻き込み、運営主体を中心に体制を完
成させる。

三木浦の魅力を外部に発信していく

①

②

【5】体制

有志住民の方々（町内会・婦人会）、弓削猛さん（連絡係）、上村紀美男区長

【6】コミュニケーション

＜連絡者＞ 弓削猛さん、上村紀美男区長
＜手段＞ メール、電話（緊急時、区長への連絡時）
＜頻度＞ 会議や出張の前などに適宜。
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2‐4‐3. 調達・コスト・スケジュール
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2‐4. 三木浦地区の活動計画

【7 】調達
◆アンテナショップの場所：ダイバーの動線上にあるテント
◆アンテナショップの商品：三木浦にある商店から委託（常温保存が利くもの）
◆運営主体：「婦人部○○会」という名を掲げた有志団体（町内会メンバー含む）
◆運営資金：未定（住民活動開始後、検討）
◆販促物：未定

【8】コスト
◆アンテナショップを運営する土地にかかる経費：必要なし

◆商品を仕入れる資金：商品の販売は委託販売とする。まず商店に商品を提供してもらい、売れた分の何割か
を除いて、残りの代金は商店にバックする運営体制をとる。そのための初期費用に関しては未定。
◆人件費： 初はボランティアに近い形となってしまうが、運営が軌道に乗るとともに、人件費の検討を行う。

【9】スケジュール

5月 プロジェクト計画の作成(※Plan1) 

7月～9月 住民が主体となった出店準備、学生は情報発信の手法を検討

9月19日 「三木浦こいやぁ」運営メンバー会合に学生が出席し住民の方と話し合い

10月20日
出店（※Do1,Check1）
☆実際に商品を売る ダイバーからの評価などデータをとる
改善策を検討(※Action1)、計画作成、次回出店に向けた準備

11月17日 出店（※Do2,Check2）

12月 改善策を検討
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2‐4‐4. リスク・ルール

36

2‐4. 三木浦地区の活動計画

【10】リスク・問題点・懸念事項 【11】リスクの対応

資金繰りの方法 9月の出張で運営メンバーと検討する。

商品の販売方法に関しては委託販売という形式をとるということで決定。その他、初期費用、
人件費、利益の分配方法に関しては、関係者との相談によるが、こちらもプロジェクト期間
終了後の活動を継続させるということを前提に、地域でお金の流れを作ることを目標に考え

ていく。

学生と住民の活動における
参加割合

SNS上での情報発信を
促すためにどのような

仕掛けにするか

運営主体を「学生と住民」とするのか「住民のみ」とするのか決定する。プロジェクト期間終
了後も活動を継続させるため、学生は一定の距離感を保つ必要がある。

ダイバーが積極的に情報発信したくなるような仕掛けをする。

利益の分配方法

【11】ルール ◆「三木浦こいやぁ」に関する運営メンバーとの連絡は弓削猛さんとメールで行う。緊急の場合は電話で対応する。
◆プロジェクト全体に関する連絡や、出張時の宿泊等に関しての連絡は上村区長と電話で行う。
◆運営メンバーによる会議の様子を共有する手段として弓削さんがfacebookページを作成してくださったので、そ
ちらに議事録などを投稿していただく予定。

「三木浦こいやぁ」facebookページ
https://www.facebook.com/pages/%E4%B8%89%E6%9C%A8%E6%B5%A6%E3%81%93%E3%81%84%E3%82%84%
E3%81%81/565282606842809
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2‐5‐1. 背景

三木里の住民には、三木里地区に集まる場を目指している。しかしながら、その実現に向けて大きく2つの問題点がある。1つ
目は、現在、まちづくり活動の主体となっているグリーンツーリズム推進会議（以下GT）の中で、積極的に活動をしているメン
バーが固定化されていることである。すなわち、GTは会員制であるが、会員全員が活動しているわけではなく、一部のメンバー
のみで動いている。そこで、GT会員、その他含め、活動に関わる人を増やしたいという想いを住民（特にGT）は持っている。2つ
目は、GTの活動の透明性が薄く、不明確であるとGT以外の住民が思っていることである。今期の住民ヒアリング調査により、
GT以外の人は彼らの活動に対し疑問を持っていることがわかった。具体的には、まちづくり活動を行っているという漠然とした
イメージはあるが、具体的に何を行っているのかは理解していない。その結果、疑問へとつながっている。

そこで、本プロジェクトでは、「集まる場」として「人が気軽に来ることができる場所、イベント」の実施を目指す。7月の計画会の
話し合いでは、場所やイベントに人が集まるためには、(1)住民の小さなつながり＝お互いに誘い合えるような関係、(2)地区全
体が持っている共通認識が必要であることが挙がった。そのため、この2つを満たすようなプロダクトの作成を目指す。

37

2‐5. 三木里地区の活動計画

【1】背景

目的

問題点

課題

三木里地区に集まる場をつくるために、「住民間の小さなつながり」と
「地区全体が持つ共通認識」を作る。

（1）GTの中で、積極的に活動をしているメンバーが固定化している。
（2）GTの活動の透明性が薄く、不明確であるとGT以外の住民は思っている。

GT活動メンバーの固定化と活動内容の不透明性を解消し、どのように
したら、住民間の小さなつながりと共通認識をつくることができるか。

＜まとめ＞
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2‐5‐2.内容・目的・目標

38

2‐5. 三木里地区の活動計画

【2】プロジェクト内容

三木里の郷土料理や行事を載せたレシピ本の作成。⇒ 全戸に配布する。
＜詳細＞ ・サイズはA5版 見開き 約24ページ程度

・季節ごとに料理と行事を載せていく。（載せる料理は決定。）
・1ページに写真、イラスト、コメント、レシピなどを盛り込む。
・手書きでの作成（全員が関われるため）
・製本に関しては学生が手書きデータをスキャンし、印刷業者に発注予定。
・発注時期は11月末を予定。
・配布時期は12月を予定。
・レシピの集め方：今回関わっている人達が自分達でレシピを書くことになっている。

レシピ本をきっかけに新しいつながりを作る。
具体的には…
・本をつくる過程でお互いにより深く知るようになる。
・本をきっかけにあまり話したことのなかった人と話す。
・本をきっかけに気軽に集まってみる。（◯◯さん家に集まる程度。）

これをまず達成することが地区のイベントやコミュニティセンターなど
に人が集まるようになるファーストステップとする。

【3】プロジェクトの目的 【4】目標

つながりを生むきっかけになる住民全員の共通認
識として、レシピ本というプロダクトを作成すること。①

②
GTの活動に積極的に関わる人を１人でも多く増やすこと。

→本をつくる過程でGTの中心メンバー以外の住民を巻き込んでいく。
今回の活動に参加している人がGTの中心メンバー

以外に3人以上いる状態にすること。
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2‐5‐3. 体制・コミュニケーション・調達
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2‐5. 三木里地区の活動計画

【5】体制

今回関わっているメンバーは現在全部で１５人。以下にGTの中心（役職）かそうでないかを区分けした。
しかし、「今回から中心に関わる人」の大部分はGTの協力会員である。

◆GTの中心メンバー 6人
世古素一さん、森本教さん、宇田須和美さん、川東伊佐美さん、世古満喜美さん、平山泉さん
◆今回から中心に関わる人 9人 （以下、「新メンバー」表記）

大井朋子さん、三鬼和子さん、森陰律子さん、山口環さん、上岡朋子さん、浜口弘子さん、田中千代さん、上岡あささん、上岡
紀夫さん

会議の参加者にばらつきはあるが、現時点でこの人数が関わっている。
レシピ本作成に関しての役割分担は、「集める料理ごとに数人のグループ」で活動しているという状態。

【6】コミュニケーション

＜連絡者＞ 平山さん（GTの中心メンバー、新メンバーのどちらにもつながっている）
＜手段＞ 電話、メール
＜頻度＞ 低２週間に1回。また、会議などに応じて適宜。

【7 】調達

◆レシピ本を置く場所 （候補：コミュニティセンター、民宿、学校、観光物産協会（尾鷲）、市、県など）
◆パソコン （レシピ本データ作成のため）
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2‐5‐4. コスト・スケジュール・リスク・ルール
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2‐5. 三木里地区の活動計画

【8】コスト
本を印刷する際の経費 約6万円
⇒現状では地区会、行政（県、市など）の両者から3万円ずつ拠出する予定。（9月4日の会議にて）

【9】スケジュール
9月4日 レシピ本作成会議（※Do）

10月 レシピ本作成会議＋住民へのPJ情報拡散（まちあるき）（学生出張予定）（※Check）

11月中頃
レシピ本完成 スキャンデータを送ってもらう（※Action）
学生がPCにて本データを作成

12月 レシピ本を様々な場所に設置（学生出張予定）（※Action）

【10】リスク・問題点・懸念事項 【11】リスクの対応

資金の捻出先が確定していない。 ページ数が確定し次第、9月中に決定する。

議事録の配布、会議のチラシ配布、学生にまちあるきによる
情報伝達など。

活動に関わっていない住民がこのレシピ本作成の動き
をどこまで知っているかの測定が困難。

【11】ルール
◆平山さんと学生が密に連絡を取ること。（2週間に1回は必ず）
◆学生が参加できない会議では、学生側からメンバー側へのタスクを必ず用意すること。
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3. 活動と成果
3‐1. 九鬼地区の活動と成果

3‐1‐1. 今年度のまとめ
3‐1‐2. 活動内容
3‐1‐3. 成果

41
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課題 外部への情報発信の欠如：何ができて（レジャー）、何を食べることができて、どこに泊まれるかがわからない。

解決策
WEBサイトを使った情報発信

（町の取り組みステップとしては九鬼地区以外の人に「九鬼」という土地を認知してもらう、また九鬼を離れて暮
らしている人に「今の九鬼」を知ってもらう段階とする。）

結果
WEBサイト設立

写真やレシピ、九鬼の歴史などを掲載

成果

【成果実績】
1. WEBサイトの開設、始動

これまで「三重県尾鷲市九鬼町」と検索して見られ
る九鬼の情報は限られていた。今後は九鬼の情報が
まとまったサイトが完成し、出資団体が出資を行い続
ける限り、継続的にサイトの管理を行う専門のWEBサ
イト作成委託先を持つ。継続的に、かつ 新情報を
更新できる情報媒体を構築できたことは今後の九鬼
の活動を促進させることが見込める。

2.父ちゃん・母ちゃんの料理教室開催
九鬼WEBサイトの運営会議は限られたメンバーで

行っている。しかしながらWEBサイトに関わる人が増

えなければ活動が大きくならないと考え、料理教室を
通じて10名ほど運営メンバー以外の住民にWEBコン

テンツの作成に関わってもらう機会を作った。今後も
三つの段階を分け多くの住民に関わってもらう機会が
必要だ。

【見込み成果】
1. WEBサイト2カ月間アクセス人数合計約1000人
2013年12月、2014年1月の2カ月を通じ1000人ほど

のアクセスが得られた。訪問延べ数ではあるが、
1000人に対し情報流布の可能性があることが示され

た。今後さらにアクセスを伸ばし、「知る」の段階から
「訪れる」の段階への移行をしていきたい。
2.クックパッド訪問者数約1万アクセス/印刷数50枚
WEBページと併用して活用していたクックパッドで

約1万のアクセスを得ることができた。
大規模ユーザーを抱えるサービスと合わせて活用
することで情報の拡散範囲拡大の可能性が示された。
3. Facebookページ「いいね！」数82いいね！
Facebookでは、よりリアルタイムの反応を情報受信

者から得ることができた。特に珍しい魚の写真をアッ
プロードした際はより多くの反応が得られたことから
Facebookを通して受信者の求める情報を探ることが
できると考えられる。

3‐1‐1. 今年度のまとめ

42

3‐1.活動と成果＜九鬼地区＞
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3‐1‐2‐1. 今年度の活動
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3‐1.活動と成果＜九鬼地区＞

６月１４日
第1回出張

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

１１月２８日
第4回出張

料理教室開催

２月２４日
第5回出張

７月１８日
第2回出張

８月２７日
第3回出張

９月１９日
WEBサイト打ち
合わせ@東京

１０月２６日
WEBサイト打ち
合わせ@東京

１１月１５日

料理教室打ち
合わせ
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3‐1‐2‐2.第一回出張（2013.6.14～16）

44

3‐1.活動と成果＜九鬼地区＞

①昨年度の提言（プラン）を実行するための
スタートアップとしての計画立案会の開催

②プラン実行のための下準備

撮影：西田みづ恵

1日目 2日目 3日目

尾鷲市内、九鬼地区町歩き

活動の今後に向けてのつながりづくり
を目的に、尾鷲市、九鬼地区を町歩き
して、「このような活動をしている」とい
うあいさつ回りを行った。

計画立案会の開催

この計画立案会では、なぜレシピ本を
作る経緯にいたったのかなど、レシピ
本の大枠について話し合いを行った。
今回集まってくれたメンバーの総称を
「旬魚の会」と名付けた。

旬魚の会会議

この会議では、どのようなレシピ本に
するかなど、レシピ本の細かい話につ
いて話し合った。

目的

内容
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九鬼地区における活動の方針調整・打ち合わせ

3‐1‐2‐3. 第二回出張（2013.7.17～20）

45

3‐1.活動と成果＜九鬼地区＞

撮影：松田華保子

1日目 2日目

レシピ本からWEBサイトへの移行
代表者での話し合いの中で、レシピ本からWEBサイトに方

針転換した。この理由として、「レシピ本の費用対効果がわ
からない」、「町内会で以前からWEBサイトを持ちたいと思っ
ていた」、「今後を考えるとWEBサイトの方が、情報発信に
おいて効果的なのではないか」が挙げられた。

プロジェクトの説明

集まってくれた住民の皆さんに、改めてこのプロジェクトの
話、昨年度の活動、18日に話をしたWEBサイトの説明を
行った。その後、今後の予定について、話し合った。

目的

内容
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インターネットウェブサイト立ちあげに向けた情報
共有、打ち合わせ

（費用面・フローの共有、スケジューリング、イメー
ジ共有）

3‐1‐2‐4. 第三回出張（2013.8.27～28）

46

3‐1.活動と成果＜九鬼地区＞

1日目 2日目

WEBサイトの概要決め
WEBサイト立ち上げに向け

て、費用、維持管理、資金
繰りについて話し合った。こ
こでは、私たちが事前に下
調べをし、プランを６つ挙げ、
住民の人たちに選んでもら
う形をとった。話し合いの結
果、右図の黄色い部分を採
用する形となった。

WEBサイトの内容決め

住民で集まり、どのような内
容をWEBサイトに載せるの

かブレスト形式で出し合った。
郷土料理をWEBサイトに載

せるため、料理教室を開催
することに決めた。

学生提案の資料

※ 作成・デザインは地元のインターネット販売等のウェブサービ
スをお仕事とされている濱口麻理恵さん(浜千商店の次女)に依
頼することに決定。

システム開発 デザイン 維持管理 完成イメージ

1‐1 外注(SFC OB)
30万円

研究室
OB

10～20
万円

外注(SFC 
OB)

月々3万円

飯盛研究室
ウェブサイト

1‐2 外注(SFC OB)
30万円

松田・巌
0円

外注(SFC 
OB)

月々3万円

―

2‐1 無料ウェブサイト
作成サービス

Jimdo
0円

※研究
室OB

10～20
万円

―
和田商店街
ウェブサイト

2‐2 無料ウェブサイト
作成サービス

Jimdo
0円

松田・巌
0円 ― 松田仮作成

3 Facebool ― 茶のくに八
女・奥八女

4 ブログ ―

目的

内容
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インターネットウェブサイト立ちあげに向けた調整、料
理教室への参加
（WEBサイトに載せるレシピページの素材収集のため）

3‐1‐2‐5. 第四回出張（2013.11.28～29）

47

3‐1.活動と成果＜九鬼地区＞

1日目 2日目

WEBサイト立ち上げの調整
WEBサイト立ち上げに向けて、目的の再確認、費用の捻出
方法、明日の料理教室の 終確認を行った。

料理教室の開催
18人が6班に分かれ13品目の郷土料理を作成。料理を通じ

て「食」という資源の再認識が行われ、撮影の過程を通して
「どう魅せたいか」を考える、資源化のプロセスの一部を体
感する機会となった。開設費の出資団体

九木浦共同組合
九鬼定置漁業株式会社

維持費の出資団体
九木浦共同組合

九鬼定置漁業株式会社
九鬼町内会

撮影:巌充成

目的

内容
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料理教室の開催

6班の振り分け

1班：田崎ますみさん、川上則之さん、川上修史さん
2班；田崎裕一さん、大川康子さん、三浦さほさん
3班：川上尚子さん、桑阪たかえさん、三浦英作さん
4班：宮崎雅義さん、川上和子さん、川上城さん、中野常秋さん
5班：川上岩正さん、加藤美智子さん、川上ちづさん
6班；川上美代さん、川上徹さん

作成料理

押しずし、こねずし、いかのしおから、べっ甲ずし、お刺身（カンパチ、ワラサ）、マンボウの煮物、こなます、あじの姿ずし、鯖のに
みそ、つみれ汁、あじのつみれあげ、マンボウの刺身（すみそ）、アオリイカのお刺身

日時：2013年11月15日

住民だけの会議

どんな魚を使うか、どのような料理を作るか、素材の保存方法、広報の方法、役割分担、参加者の管理を決定
※次ページ参照

3‐1‐2‐6. 料理教室の開催

48

3‐1.活動と成果＜九鬼地区＞

日時：2013年11月15日

日時：2013年11月29日
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撮影：松田華保子

実際に使用した会議資料。あらかじめ
議題がワークシート形式になっており、
実施する料理名やチーム分け、事前に
準備するものが記入されている。

料理教室の全体像。場
所は九鬼中学校（現在
休校状態）。参加者は約
15名の男女。

チームに分かれて数品
の料理づくり。食材は共
同組合から支援。

盛り付ける食器は持ち
寄り。飾り付けのツマモ
ノは近くで摘んで持ち寄
り。

WEB素材用の撮影は地

元出身のプロカメラマン
に依頼。

この料理はどのように写
してほしいのかと製作者
に問いかけながらの撮
影。

後は撮影で使った料
理を食べながら、できて
いるところまでのWEB
ページをお披露目。改善
点などを話し合った。

3‐1‐2‐7. 料理教室の様子

49

3‐1.活動と成果＜九鬼地区＞
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現状コンテンツ

TOP 九鬼に
ついて

写真館 行事 観光地 店舗 歴史館 コラム
郷土
料理

掲示板
お問い
合わせ

3‐1‐2‐8. WEBサイトの立ち上げ

50

3‐1.活動と成果＜九鬼地区＞

WEBサイトトップページ。当月イベント

の掲載や、 新ブログ記事もトップに
表示されるようになっている。

サイト内は写真を多く取り入れている。
上の写真は郷土料理のページ。

レシピはクックパッドと併用して掲載。
クックパッドも閲覧者を増やすツール
の一つとして効果を発揮している。

資料：三重県尾鷲市九鬼町公式ホームページ参照

三重県尾鷲市九鬼町のホームページ http://kukicho.jimdo.com/
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第1回出張2日目 第1回出張3日目 第2回出張1日目 第2回出張2日目 第3回出張1日目 第3回出張2日目 第4回出張1日目 料理教室
川上岩正区長 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
田崎祐一 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
川上尚子 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
大川康子 ○ ○ ○ ○ ○
田崎真澄 ○ ○ ○ ○
川上則之 ○ ○ ○
仲野常秋 ○ ○ ○ ○ ○
川上修史 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
宮崎雅義 ○ ○ ○ ○
三浦さほ ○ ○ ○
川上美代 ○ ○ ○
加藤美智子 ○ ○ ○
桑阪孝枝 ○ ○ ○
川上和子 ○ ○
濱口麻理恵 ○ ○ ○
川上ちづ ○ ○ ○ ○ ○
山田順亮 ○ ○ ○ ○ ○ ○
三浦英作 ○
川上城 ○
川上徹 ○

2回目出張による新メンバー
3回目出張による新メンバー
4回目出張による新メンバー

3‐1‐3‐1. 成果1：地元住民の旬魚の会参加変遷

51

3‐1.活動と成果＜九鬼地区＞

この活動を進める中で新規メンバーの参加があったことは、次年度以降住民主体のまちづくりを進めていく体制の一部になったと考える。
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中心メンバー
川上区長

田崎町内会長
川上修史さん

濱口麻理恵さん
・
・

新しいメンバーの参加

中心メンバー
川上区長

田崎町内会長
川上修史さん

濱口麻理恵さん
・
・

住民との話し合いの中で、WEBサイトの運営、編集に関して、高齢ということもあり、今後関わっていくのは厳しいという意見を
もらった。そこで、イベントの参加や、WEBサイトに載せるための記事作成、写真の提供など、中心メンバーのサポートをでき
る人を増やしていく体制をとることにした。初めは11人のメンバーだったが、4回目の出張までに9人の新しいメンバーを巻き込
むことが出来た。

3‐1‐3‐2. 成果2：新規メンバーの参加方法

52

3‐1.活動と成果＜九鬼地区＞

まちづくり活動の新規メンバーに参加してもらう方法として、中心メンバーをサポートする人を集めるという体制が有効であることがわかった。
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3‐1‐3‐3.成果3：WEBサイトアクセス解析結果

53

3‐1.活動と成果＜九鬼地区＞

資料提供：濱口麻里恵氏

ホームページの開設に留まることなく、どのような人がアクセスしているのか可視化することで、利用されていることを確認した。
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3‐1‐3‐4. 成果4：クックパッドアクセス結果

54

3‐1.活動と成果＜九鬼地区＞

ホームページに載せたレシピを、クックパッドにも投稿したところ、「イカの塩辛」は約5000のアクセスを得た。
ホームページ以外での情報発信の可能性を提示した。

資料提供：濱口麻里恵氏
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3‐1‐3‐5. 成果まとめ

55

3‐1.活動と成果＜九鬼地区＞

②料理教室の開催
・家庭料理保存のための形式知化
・住民の地域活動参加促進
WEBサイトのコンテンツ作りの一環として行われた料理教室
では、全12品がレシピとして書き起こされた。全12品撮影を
行いレシピと合わせて形式知としてWEBサイトに残されてい

る。また、料理教室を通して町内会役員以外の地元住民が
WEBサイトのコンテンツ作りに参加をするきっかけとなった。

住民の意識変化としては、料理教室開催後「九鬼の料理っ
て結構おいしいものあるんだね」と地域資源の再認識が行
われたと捉えられる発言も見受けられた。

成果 成果

成果

①WEBサイト開設、始動
・応用の効く情報発信ツールの確立
・新規事業立ち上げのプラットフォーム

更新が可能であり、インターネット環境が整っていればど
こでも閲覧することのできる情報発信ツールが確立され
た。九鬼を離れた出身者を始め九鬼町外への情報発信
が可能となった。同時に、WEBに掲載するコンテンツの考
案や、WEBサイトをきっかけに町を訪れる人を対象とした
新事業が始まるきっかけとなった。

実績成果 見込み成果

①情報波及効果
・WEBサイトのアクセス人数/クックパッド訪問者数
ＷＥＢサイトの12月アクセス数は480人、1月は525人。ア

クセス地については名古屋市、大阪市、神戸市など関係
者外の訪問も多くみられる。12月のクックパッドアクセス
数は約4,000、1月は約5,000となっており、累計アクセス
が8,825、印刷50枚、MYフォルダ25人となっている。WEB
サイト、クックパッド双方の訪問者が重なっているとしても
およそ約500人への情報流布可能性が示された。WEBサ
イトを通して帰省や観光情報などを発信することで町内
の訪町者増加が見込まれる。

②情報波及効果2
・Facebookページいいね！数80いいね！超え

2014年3月時点で「三重県尾鷲市九鬼町」のFacebook
ページいいね！数が80を超えた。特に珍しい魚の写真を

アップロードした際は各投稿へのいいね！の数も増えて
いる。特にアンコウの写真の際は1投稿で40いいね！を
獲得した。今後もWEBページとFacebookやクックパッド、ブ
ログなどユーザー数の母体が大きいものと併用してWEB
ページを運用していくことで情報閲覧者の数を増やすこと
ができると考えられる。
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3. 活動と成果
3‐2. 早田地区の活動と成果

3‐2‐1. 今年度のまとめ
3‐2‐2. 活動内容
3‐2‐3. 成果

56
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3‐2‐1. 今年度のまとめ

57

3‐2.活動と成果＜早田地区＞

課題 地域活動参加者を増やす

解決策 人が集まるコミュニティや場所を作る

結果 コミュニティセンターを利用して、月１回「笑顔食堂」を開催している。

成果

【課題に対する成果】
1. 新規参加者

今まで活動して下さっていたコアメンバー以外に、
新規の地域活動参加者が２名増えた。

2．新規参加者獲得の一歩

「笑顔食堂」をきっかけに地域活動を知ってもらう
べく、孫の店の「村林先生の料理教室」を住民発
案で笑顔食堂が主催した。地域活動に普段参加
しない人で、料理に興味のある住民が参加した。

【笑顔食堂に対する成果】
1. 自立に向けた大きな一歩

住民発案で料理教室が開催されたり、献立考案
や収支計算、材料の仕入れ、など普段は頼まれ
てやっていたことを住民だけでやるようになった。

2．購入者の増加

弁当の予約の数がだんだんと増えている。早田
内の住民に向けての販売だけでなく、外部からい
らした方に向けての販売も行い、情報を発信する
ことができている。

3．新たな活動の起こり

ただ弁当を売るだけでなく、同時に総菜を売って
購買者を増やそうとしている。また、食べていって
もらうためにみそ汁を置いておくなど、自分たちで
工夫している。
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6月14～16日
第1回出張

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

1月12日
村林先生料理教室 1月24日

第4回笑顔食堂

8月23日
第2回出張

10月4,5日
第3回出張

2月6,7日
第4回出張+第5回笑顔食堂

10月22日
第1回笑顔食堂

11月2日
北山村じゃんばら祭りへ

出店
11月28日

第3回笑顔食堂

3‐2‐2‐1. 今年度の活動

58

3‐2.活動と成果＜早田地区＞
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3‐2‐2‐2. 活動概要

59

3‐2.活動と成果＜早田地区＞

笑顔食堂の企画の流れ

シェア
キッチン
提案

企画変更
笑顔食堂
詳細決定

企画実行
料理教室
開催

概要

目的

ビジョン早田の法人化に向けた一つの動きとして、収益を得ること
ができる一つの活動を立ち上げる。また、新しくできたコミュニティ
センターに人が集まるための一つのきっかけとする。
一人で住んでいるご高齢の方が誰かと食事を取る機会をつくる。

ターゲット

外部からの来客者、早田に住んでいる人

運営主体

ビジョン早田に属する「笑顔食堂」

目標

・住民主体で企画を進めること。
・収益を得ることができるようになること。
・地域活動に新たな参加者を巻き込むきっかけとなること。

参加者増
加を目指

す
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3‐2‐2‐3. 第一回出張（2013.6.14～16）

60

3‐2.活動と成果＜早田地区＞

計画立案会の開催

・目的形成
昨年度の報告書による提案「シェアキッチン」の構想を実現する
ための目的形成を行う。これまでの調査とその日の話し合いか
ら、①新たな参加者を増やす、②みんなの集まる場所にする、
③お一人様にきてほしい、という3つの大きな指針が出来上がる。
そしてこの活動は、「笑顔食堂」と名付けられた。
・スケジュールについて
上の目標を達成するためにスケジュールを計画する。第1回は敬老会に合わせて弁当の提供を行い、その後料理交流会を通じ
て新しい参加者の募集を行っていくことを計画する。
・体制について

連絡係と広報係、またコアで一緒に活動していく方々を話し合う。ひまわりの会やしおかぜクラブの方々が中心となってくださるこ
とになり、初期のメンバーが集まる。
・資金について
初めは、ビジョン早田実行委員会の通帳内でやりくりされることを了承していただき、ゆくゆくは自立経営を目指すことになる。

会議の様子
撮影：松野幸宗

目的

内容
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3‐2‐2‐4. 第二回出張（2013.8.23）

61

3‐2.活動と成果＜早田地区＞

笑顔食堂会議参加

・目的の再確認
新しい参加者を増やすために、笑顔食堂をまず定着させる
ことを提案する。その上で随時募集をかけていくと決定。ま
た、コミュニティセンターで人々が集まってお弁当を食べて
もらえるようにすることで活動への興味を持ってもらえるよ
うにすることを目指すことで一致する。
・今後の進め方

コミュニティセンターにおける調理場の使い方について説明があり、笑顔食堂のお母さんたちとどのように使っていくかを確認、共
有する。
・第1回笑顔食堂のお弁当内容について
第1回は敬老会での提供になっていたため、これまでの敬老会での支出や注文していたお弁当の内容をもとに、今回つくるお弁

当の中身を検討する。祝いの席という点と、外部からも来賓者がみえるという点と、コストとのバランスを考慮しながら検討が行わ
れる。実際にお弁当のケースを使いボリュームや見た目もイメージしながら話し合いが進められていった。

会議の様子
撮影：松野幸宗

目的

内容
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3‐2‐2‐5. 第三回出張（2013.10.4～5）
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3‐2.活動と成果＜早田地区＞

笑顔食堂の打ち合わせ参加

・笑顔食堂のメンバーが３人抜けたことを踏まえ、
今後の方針について会議

①笑顔食堂について共通認識を持ってもらうこと
②今後の予定をたてること
を重点的に話し合った。対外的でない目標は 2 つあり、 1 つめは、
今゙まで地域の活動に参加してこなかった住民を巻き込む場所に
すること、2 つめは、将来の法人化を目指す一つの起爆になるよう
自立した経営を目指すこと。 終的にしっかりと共通した認識を
持ってもらうことができた。
・今後の進め方

その後、今後の進め方について話し合った。すでに行われている「ほのぼのサロン」では必ずお弁当が必要となるので、ほのぼ
のサロンに合わせて笑顔食堂を開催しお弁当の販売を行う事で販売数を安定させよう、という案に決定した。また、お弁当を無駄
にしないために毎回予約を取り、予約数に上乗せする形でお弁当を準備することが決定した。告知は、チラシと口コミで行う。
・参加人数、参加の仕組みについて

１２月に村林先生による料理教室を開催することで、料理に興味をもつ女性の方達を集め、笑顔食堂について知ってもらい、興
味のある人の参加を目指すこととする。
・活動費の捻出

まずは、ビジョン早田の資金から借り入れをし、その後、お弁当１つ５００円で販売し、利益が安定するようになったら、ビジョン早
田へ借り入れを返済する。

会議の様子
撮影：冷水祐輔

目的

内容
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3‐2‐2‐6. 第四回出張2014.2.6～7
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3‐2.活動と成果＜早田地区＞

第5回笑顔食堂開催と報告会打ち合わせ

・前日仕込み
今回の弁当の品目は、マンボウのカレーフライ、人参・人参の葉・
春菊の天ぷら、白和え、牛肉のピリ辛煮、出し巻き玉子、漬物、
白飯の7品である。その仕込みの手伝いを行う。
学生は、マンボウの水抜きを手伝う。一切れ一切れキッチン
ペーパーで水をとり、塩コショウで味付けする作業を行う。
・当日準備と販売(アンケート調査)
当日は6:00から準備を始める。カレーフライの下準備として衣をつける作業、白和えの豆腐をこす作業、盛り付けなどを行う。
11:00の販売から弁当を注文した人たちが受け取りにくる。その人たちへ学生新聞に関するアンケートを横でとらせていただいた。
・報告会についての打ち合わせ

これまで笑顔食堂を行っての楽しみ、こだわり、つらい部分などをお聞きする。メンバーとの関係や安心安全、地産地消、他のイ
ベントや作業との連続性などキーワードになるような言葉をいくつか聞くことができた。また、今後についても笑顔食堂の継続だけ
でなく、まちづくり全体としてどんなことができるかを考えることもできた。

当日作った弁当
撮影者：松野幸宗

目的

内容
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3‐2‐2‐7. 笑顔食堂
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3‐2.活動と成果＜早田地区＞

個数 売上(円) 支出(円) 利益(円)

第1回 53 29250 10794 18456

第2回 目標100 61200 27106 34094

第3回 70 49700 28285 21415

第4回 27 25150 16661 8489

第5回 80 43650 31401 12249

0

20000

40000

60000

80000

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回(円)

収支結果

結果推移

第1回 10月22日 お弁当(500円)と惣菜の販売
第2回 11月2日 北山村じゃばら祭出店(魚ごはん提供)
第3回 11月28日 お弁当(500円)と惣菜の販売
第4回 1月24日 お弁当(700円)と惣菜の販売
第5回 2月7日 お弁当(500円)と惣菜の販売

第2回の祭出店以外では、事前に予約を請け負い、
早田コミュニティセンターまで受け取りにきていただく形で
販売する。第1,3,5回は500円で笑顔食堂の販売として行う。
第4回は、まち歩きマップ作成のために訪れた大学生に向
けての提供のため700円のお弁当を販売する。
第5回からはブログ等を使い、外部発信を行ったとともに、
人件費として笑顔食堂のメンバーであるお母さん方への
お小遣いの支払いも行われた。

各概要

料理教室の開催

笑顔食堂のメニュー考案とスキルアップのために、料理教
室を開催したいとお母さん方から申し出があり、開催される。
そこでだし巻き卵を学び、その後笑顔食堂の定番メニュー
として提供されるようになった。

売上

支出

利益
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3‐2‐2‐8. 笑顔食堂の様子
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3‐2.活動と成果＜早田地区＞

第1回 第3回

第4回 第5回

コミュニティセンターでお弁当
を食べる方々

北山村じゃばら祭出店様子

笑顔食堂メンバーによるお弁当準備風景

撮影者：湯浅光太、松野幸宗

各回お弁当内容 活動風景



©三重県尾鷲市元気プロジェクト

3‐2‐3. 成果まとめ

66

3‐2.活動と成果＜早田地区＞

成果 成果

成果 成果

①コミュニティになりつつある

早田のお母さんたちの無理がないように、
定期的にしっかりと笑顔食堂を開催してお
り、安定した開催が安定した客を生んでい
る。まだコミュニティとして成り立ってはいな
いが、笑顔食堂の日はコミュニティセンター
で昼食を食べる習慣ができてきている。

②お弁当による純利益の創出

もともと法人化に向けた第１歩として始まった
笑顔食堂は、メンバーに利益がでることが一
つの目標であった。５００円という予算の中で、
材料費を自分たちで考え、利益を毎月出して
いることは、法人化に向けた一つの成果とい
える。

③自立した経営

自発的にメニューを考案しており、試食など
も行っている。また、お弁当だけでなくお惣
菜の販売も開始し、種類を増やしている。
原価計算も自ら行っており自立した経営、
安定した経営に向けた第一歩を踏んでいる
といえる。

④自発的なイベントの考案

新たに笑顔食堂のメンバーを集めるため、
また、自分たちの料理のスキルをアップさ
せるため、自発的に料理教室の開催を志
願した。よって、料理に興味のある新規の
参加者を集めると同時に、自らのスキルを
アップすることができた。
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3. 活動と成果
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3‐3‐1. 今年度のまとめ

68

3‐3.活動と成果＜三木浦地区＞

課題
地域の魅力を発信する力が不足している。
三木浦を訪れた人の動線上に店が無い。

解決策 三木浦を訪れた人の動線上に「三木浦こいやぁ」を開設し、特産物を販売する。

結果 月1回の定期開催（2013年10月より計6回）

成果

「課題に対する成果」
１．外部発信の方向性

第2回三木浦こいやぁで実施したアンケートに
よって、Facebookページでの告知に効果がある

ことが実証された。そのため、今後の外部発信
の方向性として「Facebookの更なる活用」を定め
ることができた。

２．ダイバーの三木浦に対する認識の変化
第2回三木浦こいやぁで実施したアンケートで

は「三木浦の魅力を知った」「三木浦の特産品を
知ることができた」などの意見が多く見られた。
三木浦に も多く訪れる外部の人はダイバーで
ある。また、ダイバーはダイビングショップなどを
通じた強いネットワークを持っている。ダイバー
が三木浦について認識を深めることは「外部の
人を利用した情報発信」という 終目的には欠
かせない成果であるといえる。

「三木浦こいやぁの成果」
１．「三木浦こいやぁ」の定期開催

10月の開催から毎月「三木浦こいやぁ」を開催し
ている。学生が出張していない12月、1月、2月も
活動を行っており恒例行事となりつつある。2014
年度も7月まで開催の日時が決められている。

２．経営基盤の確立
第2回、第3回は利益を出しており、ダイバーが来
なかった第4回も約90000円の売り上げを出して

いる。委託販売という形式をとっているので、運
営自体に赤字が出る可能性が少なく、無理のな
い経営体制が確立されつつある。また現在シフ
ト制、給与制の導入が検討されている。
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3‐3‐2‐1. 活動概要
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3‐3.活動と成果＜三木浦地区＞

概要

三木浦を訪れる人の動線上で、三木浦の特産品を
販売するお店（三木浦こいやぁ）を運営する

目的
三木浦の魅力をより多くの人に届けるため
ターゲット
ダイバー、ツーデーウォーク参加者など外部から
三木浦を訪れた人
運営主体
婦人部、町内会
目標

住民が住民自身の手で三木浦の魅力を発信していく
お店「三木浦こいやぁ」を作る

活動のプロセス

活動に至った経緯

三木浦の魅力を

より多くの人（外部
の人）に届けたい

住民の想い

三木浦の特産品を
外部の人に販売し
て、三木浦の魅力
を広めていくのは

どうか

提案

外部の人（ダイバー
など）はよく訪れる
のに、その動線上
にお店が無い

三木浦を訪れた人
の動線上で三木浦
の魅力を発信する

お店を開く

問題点 結論
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目的

3‐3‐2‐2. 第一回出張（2013.6.29）

70

3‐3.活動と成果＜三木浦地区＞

三木浦の今後の方針策定

運営に関して
町内会に婦人部を結成。有志の団体を作り、
三木浦こいやぁの運営を進めていく方向で決定。

出店に関して
出店の具体的日取りは町の活動が落ち着く9月以降に決める。
尚、出店する場所をダイバーの動線上にテントを設営し、ダイバーが多く集まる
伊勢えび祭りに合わせて行う。商品に関しては、保存設備などがないため、
常温での販売ができるものにすることが決まった。具体的な商品は9月以降の
話し合いで決めていく。

資金繰りに関して
初期資金は出資を募り捻出する。商品の販売は委託販売としていくことを決定。
売れた分から一部差し引き、残りは商品提供者に支払うという形式をとることに
よって、損のない経営を確立する。

名称に関して
店舗名称は三木浦の方言である「こいや」にかけて「三木浦こいやぁ」に決定した。 写真：三木浦計画立案会の様子

（上:芝山有朋氏撮影 下:西田みづ恵撮影）

内容

2012年9月から2013年3月まで行った現状分析と2013年3月に行った中間報告会
での話し合いをもとに、学生、住民が話し合い2013年度の活動を決めていく計画
立案会への参加。
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3‐3‐2‐3. 第二回出張（2013.9.18～19）
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3‐3.活動と成果＜三木浦地区＞

「三木浦こいやぁ」立ち上げ会議参加

三木浦こいやぁの立ち上げ会議への参加を行った。
その中での決定事項を以下に記載する。
実施日
第一回開催:伊勢えび祭りが行われる10月20日10:30～16:00前後
第二回開催:伊勢えび祭り、ツーデイウォークが行われる11月17日

商品候補
くんせい屋からたまご、ソーダガツオなど7種類の燻製、
めでたい屋から真鯛味噌、鯛ドレッシングなど6種類、
漁協からのりの佃煮、民間から人形を入荷することが決まった。
商品に関してはさらに増やしていくという方向で一致。

資金繰り
初期費用は町内会が負担。
委託販売形式で2割を婦人会、8割を商品提供者にする。

学生の役割
商品の選定、当日の運営などミクロな視点は住民が担当し、
学生は弓削さんと「ダイバーからの情報発信」というマクロな視点を
担当することが決まった。

写真上：第一回「三木浦こいやぁ」会議の様子（冷水佑輔撮影）
写真下:現段階での商品候補
（上段左から:漁協ののりの佃煮 住民作成人形
中段、下段:くんせい屋の燻製8種類）（冷水佑輔撮影）

目的

内容

三木浦こいやぁの具体的な内容（日時、商品、運営体制など）
を決めていく会議への参加。
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3‐3‐2‐4. 第三回出張（2013.10.19～21）
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3‐3.活動と成果＜三木浦地区＞

第一回「三木浦こいやぁ」参加

10月19日準備、20日「三木浦こいやぁ」実施という流れ。大雨に強風という
悪いコンディションの中で行われた。その影響で伊勢えび祭り参加予定で
あったダイバーが12名当日キャンセルし、来訪したダイバーの人数は
45名に留まった。情報発信のツールとしてQRコードのシールを使用し、
顧客にFacebookページの告知を行った。
結果
売り上げ:71450円 赤字:22720円
赤字の原因としては、天候による様々な影響、初期投資額、
予算で購入した（委託販売ではない）飲み物の売れ行き不振などがある。

収穫
･ダイバーに関する情報の増加
ダイバーの動線（何時に多く来店するか）、顧客単価はどれくらいかなど
ダイバーに関する情報を理解することができた。

･運営住民の高意識キープ
赤字に終わったが、形としてある程度の結果を残せたため、
次の活動へのモチベーションを維持することができた。 写真上：第一回三木浦こいやぁの様子

写真下：住民手作りのダイバー人形 （冷水佑輔撮影）

目的

内容

三木浦こいやぁの運営手伝い、情報発信ツールであるQRコードシール
の試験的利用、ダイバーに関する情報収集。
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3‐3‐2‐5. 第四回出張（2013.11.16～18）
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3‐3.活動と成果＜三木浦地区＞

第二回「三木浦こいやぁ」参加

前回と同じ16日準備、17日開催、18日反省会という流れで行った。
今回学生は運営補助ではなく、ダイバーへのアンケート収集を中心に行った。
QRコードでの情報発信も前回より規模を拡大して行っている。

また、今回はツーデイウォークと伊勢えび祭りとの同時開催、晴天で環境にも
恵まれ前回に比べ格段にいい環境で行われた。
結果
売り上げ:132400円 利益:約20000円
第一回の反省を活かし、売り場規模の拡大、商品厳選、試食の増加など
効率的な運営を行い、且つ多くの人が訪れた結果になったといえる。

収穫
･アンケート
ダイバーとツーデイウォーク参加者計60名に「三木浦こいやぁ」に関する
アンケートを実施した。
その中でFacebookでの告知の効果が表れていることがわかった。

・利益
今回は20000円前後の利益を出すことができた。これにより、運営住民の
高意識キープと今後の活動に向けた流れのモデルを生み出すことができた。

目的

内容

ダイバー、ツーデーウォーク参加者など外部へのアンケートの実施、
情報発信ツールであるQRコードの利用、運営側へのアンケート実施。

写真上:第二回三木浦こいやぁの様子
写真下:めでたい屋商品の真鯛味噌、

鯛ドレッシング （冷水佑輔撮影）
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3‐3‐2‐6. 第二回三木浦こいやぁ
アンケート結果①

74

3‐3.活動と成果＜三木浦地区＞

アンケート概要

実施日 2013年11月17日（第二回三木浦こいやぁ開催中）

対象 三木浦こいやぁ来客者、ダイバー 計60名

方法
アンケート用紙の配布、ヒアリング
選択方式(Q1,Q3,Q4) 自由記述方式(Q2,Q5,Q6)

目的 来店客層の分析、ニーズ把握

回答者割合（目的別）

ダイバー

49名

ツーデー

ウォーク

11名

Q1. 三木浦を何で知ったか Q2. 三木浦に不足しているものは何か
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3‐3‐2‐7. 第二回三木浦こいやぁ
アンケート結果②

75

3‐3.活動と成果＜三木浦地区＞

知らない

68% 41人

知っている

32% 19人

Q3. 三木浦こいやぁを知っているか
Q4. （Q3で「知っている」と答えた人のみ）

三木浦こいやぁを何で知ったか

Q5. 三木浦こいやぁで
新たに知ったこと発見したこと

･新たな特産品の発見（鯛ドレッシング、鯛のだしつゆ、
みかんの蜂蜜、燻製など）

･三木浦の人の温かさ
・こいやぁのおかげで三木浦の魅力を知った
・価格が安い
・調理法や試食など工夫が多くてわかりやすい

…etc

Q6. 三木浦こいやぁへの要望、改善してほしい点

・価格の表示の示し方
・もう少し「お祭り的な雰囲気」があっても良い
・地元の若者の参加
・その場で飲食できるものの販売
・規模の拡大
・活魚、スイーツ、おつまみなど新商品の追加
・イートインコーナーの設置 ..etc
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3‐3‐2‐8. 全5回三木浦こいやぁデータ
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3‐3.活動と成果＜三木浦地区＞

開催(月日) 売上 支払い 受取手数料 諸経費 収入 繰越残高

第１回(10.20) ¥71,450 ¥54,520 ¥16,930 ¥22,785 ¥-5,855 ¥-5,855

第２回(11.17) ¥132,200 ¥102,081 ¥30,119 ¥1,960 ¥28,159 ¥22,304

第３回(12.22) ¥175,040 ¥126,170 ¥48,870 ¥21,497 ¥27,373 ¥49,677

第４回(1.19) ¥90,190 ¥59,822 ¥30,368 ¥12,259 ¥18,109 ¥67,786

第５回(2.23) ¥114,860 ¥81,527 ¥33,333 ¥16,225 ¥17,108 ¥84,894

集計結果

売上･収入推移グラフ各回概要

第1回 天候:雨 主な客層:ダイバー、三木浦住民
主な商品:くんせい、真鯛味噌、ダイバー人形、みかん、パンなど

第2回 天候:晴れ 主な客層:ダイバー、ツーデーウォーク参加者、
三木浦住民 新商品:はちみつ

第3回 天候:晴れ 主な客層:ダイバー、三木浦住民
新商品:おでん、オリジナルキャンドル

第4回 天候:晴れ 主な客層:三木浦住民
新商品:甘酒、ぜんざい

第5回 天候:晴れ 主な客層:三木浦住民
新商品:新アクセサリー Tシャツ抽選会実施
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3‐3‐2‐9. インターネットでの情報発信

概要

77

3‐3.活動と成果＜三木浦地区＞

「三木浦こいやぁ」の目的の一つである「情報発信」のため、イ
ンターネットでの情報発信を行った。
主な活動はfacebookページの運営である。「三木浦こいやぁ」
のページを2013年9月4日に開設した。第1回開催に向けた準

備の様子を載せたのが始まりで、それ以降も売上報告、次回
告知、新商品紹介などに毎回利用している。運営者は弓削
氏、学生が行っている。
また、ウェブサイト（URL：http://mikiura‐koiya.webnode.jp/）も存
在しているが、現在更新ができていない状況である。

課題

現在、facebookページを更新することができる住民は弓削氏だ

けであり、非常に負担がかかっていることが課題になってい
る。

ウェブサイトに関しては手が回っていない状況である。更新を
継続し、さらに充実したコンテンツにしていくためには、複数人
がインターネットでの情報発信を担当することが望ましい。
Facebookについては、2014年2月19日にタイムライン上でボラ

ンティアの募集を行ったが集まらなかった。今後は住民が直接
声かけなどして、協力者を募る予定である。 画像:三木浦こいやぁFacebookページ

（https://www.facebook.com/mikiura）
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3‐3‐3‐1. 成果：Facebookページによる情報発信
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3‐3.活動と成果＜三木浦地区＞

いいね!数推移グラフ

Facebookページは告知、外部発

信の面で非常に成果をあげて
いる。グラフでもわかるとおりい
いね!数は現在190で開設当初

から順調に伸ばしている。第二
回三木浦こいやぁで行ったアン
ケートでもわかるとおり、「三木
浦こいやぁ」を知っていると答え
た人19人のうち、8人が
Facebookページで知ったという

結果が出ている。閲覧数も現在
400人前後と開設当初から順調

に伸ばしており、今後の
Facebookでの外部発信に期待
がかかる。

そのため、前頁で記載した課
題の解決は必要不可欠なもの
であり、後述する提案にこの解
決の案を記している。
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3‐3‐3‐2. 成果まとめ
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3‐3.活動と成果＜三木浦地区＞

成果

①「三木浦こいやぁ」の定期開催

10月の開催から毎月「三木浦こいやぁ」を開催して
いる。学生が携わっていない12月、1月、2月も活動を

行っており恒例の行事となりつつある。継続したこと
により次への活動の幅が広がりを見せている。
2014年度も7月まで開催の日時が決められており、

それ以降も祭りにあわせて開催することが決められ
ている。

②経営体制の確立

第2回、第3回は利益を出しており、ダイバーが来
なかった第4回も約90000円の売り上げを出してい

る。委託販売という形式をとっているので、運営自
体に赤が出る可能性が少なく、無理のない運営体
制が確立してきている。

また今後シフト制、給与システムなども検討されて
おり、実用化に向け動き出している。

③ダイバーの三木浦に対する認識の変化

第二回三木浦こいやぁで実施したアンケートで「三木
浦の魅力を知った」「三木浦の特産品を知ることがで
きた」などの意見が多く見られる。三木浦に も多く
訪れる外部の人はダイバーである。また、ダイバーは
ダイビングサービスなどを通じて多くのネットワークを
もっているため、外部の人を利用した情報発信という
終目的には欠かせない成果だといえる。

③外部発信の方向性

外部発信に関してはなかなかその方向性が決まらず
チラシでの告知、ポスター、Facebook、ウェブサイトな
ど様々な活動を行ってきた。

しかし、第二回三木浦こいやぁで実施したアンケート
によって、Facebookでの告知に効果があることが実証

された。そのため、今後の外部発信の方向性として
Facebookの更なる活用をおくことができた。
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3. 活動と成果
3‐4. 三木里地区の活動と成果

3‐4‐1. 今年度のまとめ
3‐4‐2. 活動内容
3‐4‐3. 成果
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3‐4‐1. 今年度のまとめ
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3‐4.活動と成果＜三木里地区＞

課題 まちづくりに関わるメンバーの固定化

解決策
新たな活動として、「みきさとのうまいもん」の作成を行い、新メンバーを増やす。

（三木里の郷土料理と歳時記を載せたレシピ集の作成）

結果 「みきさとのうまいもん」２５6部作成（内訳：販売１63部＋配布７8部+取り置き15部）

成果

【課題に対する成果】
１．活動メンバーの増加

今回の活動では、地域活動の担い手の中心で
あるGT役員約８名に加え、「新メンバー」として約７

名の参加があり、約１５名で活動を行った。これほ
ど人数が増えたことは今回の取り組みの大きな成
果といえる。

２．活動に対する認知度の向上

認知度調査（参考：○○）の結果、活動が認知さ
れつつあることがわかり、潜在層を興味関心層に
引き上げるきっかけはできたと考えられる。

【レシピ本完成による成果】
1. 地域資源の再認識

今回の活動を通して、これまで目を向けていな
かった地域の「食」や「文化」という資源に改めて
着目することができた。

２．食資源の集約化

魅力的な資源を形にまとめ、今後に活かせるよ
うな状態にできたことは１つの成果といえる。

３．新たな活動の起こり

レシピ本を活用した新しい動きが見られ、地域活
動の幅をひろげており、これもレシピ本完成によっ
てもたらされた効果といえる。
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3‐4‐2‐1. 方針−原因の分析−
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3‐4.活動と成果＜三木里地区＞

■原因の特定

昨年度の調査より三木里地区の課題を下記のように設定した。その原因として下記の２つが考えられる。
（参考：『尾鷲市元気プロジェクト平成24年度 終報告書 5‐4‐1‐8.住民の想い（１）』）

まちづくり活動に関わるメンバーの固定化

《三木里地区の課題》

地域のまちづくり団体の中核に「グリーンツーリ
ズム推進会議」が存在する。積極的に活動を
行っているが、会議に参加し活動を進めていく人
材は決まったメンバー（＝固定化している状態）
であり、かつその人数が少ないことを課題だと感
じていた。

参加しにくい環境

活動の認知不足

活動に参加していない住民の意見として、「グリーンツーリズム
推進会議に参加するのは役員だけである」「既存の活動には
途中から参加しにくい」などが挙げられている。つまり、既存の
体制では参加しにくい環境になっている。

住民の中には、「グリーンツーリズム推進会議という名前は
知っているが、活動内容までは把握していない」という意見
が多く聞かれ、活動に対する認知度の低さが伺えた。

《原因》

ま
ち
づ
く
り
へ
の

参
加
の
度
合
い

低

高

コア層

興味関心層

潜在層

境界②

境界①

（境界①の「敷居が高い」原因）

（境界②の「敷居が高い」原因）

コア層 … まちづくり活動の運営を担っていく人々

興味関心層 … まちづくり活動に興味があり、関わりたいと思っている人々

潜在層 … まちづくり活動への関心はあるが、情報が少なく詳しいことを知らない人々

今回は、まちづくりへの参加の度合いを左記の３つに分けた。メンバーの固定化を解
決するために、各層を上に引き上げる必要がある。しかし、そこにはそれぞれの境界
があり、その「敷居が高い」ことがメンバーの固定化を生む原因となっている。
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3‐4‐2‐2. 活動方針−解決のポイント−
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3‐4.活動と成果＜三木里地区＞

参加しにくい環境

活動の認知不足

ゼロベースの活動を起こす

既存の活動を広げるのではなく、こ
れから進めていく新しい活動として
スタートさせる。ゼロから始める活
動にすることで、これまでの取り組
みに関わっていない人も参加できる
ようになる。

身近なテーマにする

特定の人のみが参加できるテーマで
はなく、誰でも参加できるような日常
生活に関わりの深い身近なテーマに
する必要がある。

形に残すこと

単発的なイベントのように形に残ら
ないものではなく、取り組みがモノと
して形に残ることで、それを見た人
達がまちづくり活動を知るきっかけ
になる。

定期的な情報発信

会議の内容や活動の進捗を議事録
やポスターなどで活動内容を可視化
し、定期的に発信していくことが必要
である。

■課題解決に向けて必要な要素

《原因》 《必要な要素》

課題の原因を解決するための施策に必要な要素は下記の４つである。

（境界①の「敷居が高い」原因）

（境界②の「敷居が高い」原因）

「敷居を下げ
る」には…

「敷居を下げ
る」には…
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3‐4‐2‐3. 活動方針−課題解決の施策−
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3‐4.活動と成果＜三木里地区＞

ま
ち
づ
く
り
へ
の

参
加
の
度
合
い

低

高

コア層

興味関心層

潜在層

境界②

境界① ま
ち
づ
く
り
へ
の

参
加
の
度
合
い

低

高

コア層

興味関心層

潜在層

境界②

境界①

■課題解決に向けた施策

3‐4‐2‐2(p83)であげた要素を活かし、境界①、
②の「敷居を下げて」、各層を上に引き上げる。

施策の実行によって、コア層、興味関心層が
拡大する。

施策の実行

『興味関心層』を『コア層』に引き上げるために（境界①）

ゼロベースの活動 身近なテーマにする

『潜在層』を『興味関心層』に引き上げるために（境界②）

形に残すこと 定期的な情報発信

施策

三木里の郷土料理を載せたレシピ集の作成

「食」という誰もが身近なテーマを設定し、またゼロから
始まる新しい活動という位置づけにすることで、まちづく
りに興味関心がある人々に関わってもらいやすくする。
また、レシピ集という形を作ること、その過程を発信して
いくことで活動の認知度を高めるねらいもある。
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3‐4‐2‐4. 活動概要
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3‐4.活動と成果＜三木里地区＞

活動概要

目的：まちづくり活動に関わるメンバーの
固定化を改善する
①活動に新規参加者を3人以上入れる
②活動の住民認知度を向上させる

活動内容：
三木里の郷土料理を載せたレシピ集の作成

【住民の皆さま】
●チーム大井朋子さん
宇田須和美さん、世古満喜美さん、
森本教さん、
●チーム川東伊佐美さん
上岡とも子さん、橋爪ちほみさん、
浜口弘子さん
●チーム森陰律子さん
上岡あささん、田中千代さん、
山口環さん
●歳時記担当：世古素一さん

【住民代表】
平山泉さん

【学生】
瀧聡志
津福和加子

活動主体 学生と住民の
連絡窓口 サポート

方
向
性
決
め

レ
シ
ピ
集
作
成
決
定

レ
シ
ピ
集
完
成

記
者
会
見

レ
シ
ピ
集
配
布

印
刷
開
始

内
容
と
担
当
決
定

原
稿
確
認

構
成
決
定

形
式
決
定

終
報
告
会

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月

第一回出張

第ニ回出張

第三回出張 第四回出張

第五回出張

活動体制

活動のプロセス
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今年度の計画を詰めるため

・共通の思いを見出す
平素から三木里について何を思っているかについて
自由にポストイットに書いて出していただいたところ、
「集まる場が欲しい」という思いを住民の方々が持っている
ことが分かった。
・具体的な活動内容について
「集まる場」とは「皆が気軽に集まる場」のことであり、さらに具体的にすると「今よりもっといろいろな人が関わる場」である
ということに落ち着いた。
今までもイベントの場の設計を工夫することで、「気軽に集まれる場」を作ろうという努力はしてきたが、結局上手くいかなかった
という経験から、今年度は三木里の情報を集約したものをつくることで、以下の２点を達成していくことを目指すことにした。
①住民全員が三木里でいつ何が起きるかを共通認識として持っている状態をつくる
②人々の間の小さな繋がりを増やしていく
・今後の進め方
7月に学生が来るまでに住民の方々で集まって冊子に載せる内容や形態について話すこととなった。

（2013年6月28計画立案会時）
撮影：瀧聡志

3‐4‐2‐5. 第一回出張（2013.6.28～29）

86

3‐4.活動と成果＜三木里地区

目的

内容
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具体的な活動内容を決め、動き出しの準備をするため

新しい参加者も含め、立案会を開催した。
【決定事項】
・レシピ本作成目的
「地域の人の会話を生み、つながりを広げるもの」
・本の形式
季節、月ごとにまとめていく。

三木里の料理を挙げてもらうブレストを通して、三木里では「旬の食材を食べること」がキーワードとして出てきた。また行事等も
載せていきたいという話になった。カレンダーがメインではなく、レシピをメインとし、季節感を出していくこととなった。
【今後の課題】
・本の内容
ブレストで挙がった「食」の中からどれを載せるか検討する。
・プロトタイプの作成

予算や業者への発注をするかどうかを決めるにあたり、まず試しに参加者が数人のグループを組み、実際にレシピのフォーマット
を作成することが必要となった。
・予算
地区会からの資金援助の他に自分たちで集める方法を検討する。

3‐4‐2‐6. 第二回出張（2013.7.13～14）

87

3‐4.活動と成果＜三木里地区＞

（2013年7月13日レシピ会議時）
撮影：瀧聡志

目的

内容
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レシピ冊子作成会議への参加
住民への情報周知

①レシピ冊子作成会議
参加者は学生2名を含め、14名であった。
【決定事項】
・本の形態
レシピ集をラミネートしてリング状の冊子にする。
・部数：200部
・予算：約5万円 「三木里地区グリーンツーリズム推進会議」から捻出
・配布場所
地元の小学校、尾鷲市市長公室、観光物産協会、三木里コミュニティセンター、新聞（マスコミ）、地元の商店など。
【今後の課題】
・ホームページに載せる内容の決定
・レシピ内容の修正

②住民への情報周知のため町歩き
レシピ冊子の意義や現在の活動の様子を記したチラシを事前に準備しておき、10個ほどの掲示板にチラシを貼り、道で出会っ

た10人ほどの住民の方々に活動についてお話しさせていただいた。

3‐4‐2‐7. 第三回出張（2013.9.28～29）

88

3‐4.活動と成果＜三木里地区＞

（2013年9月28日レシピ冊子作成会議時）
撮影：津福和加子

目的

内容
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住民の意識変化に関するヒアリングとアンケート
レシピ冊子完成記者会見への参加

【ヒアリング】
人数：9人
内容：「みきさとのうまいもん」への活動きっかけ、活動中の心境の変化、１年間継続できたモチベーション、レシピ冊子の今後の
活用方法について
→食文化を残したいと考えている人が多く、今までとは違うメンバーで一緒に活動していくことは大変だったけれど、レシピ冊子が
完成したことは大きな成果であり達成感を感じるという意見が多く見られた
【アンケート】
人数：13人
内容：「みきさとのうまいもん」への活動きっかけ、活動に参加してよかったと思うか、これからもまちづくり活動に関わりたいか。
→住民の方の新しい活動への参加きっかけには、｢活動内容に興味を持てること」、「学生が来ること」が重要な要因であることが
分かった。9割が「活動に参加してよかった」、8割が「これからもまちづくり活動に関わりたい」と答えている。
【レシピ冊子完成記者会見】

レシピ冊子作成の目的や内容に関して、住民の方と学生から紹介。その後三木里のお母さん方が朝から用意して下さったレシピ
の再現料理の試食を行った。記者の方々からは具体的な部数はいつから行っている活動なのか、レシピ冊子に至った経緯、学
生の役割について等の質問があった。

3‐4‐2‐8. 第四回出張（2014.2.7～8）
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3‐4.活動と成果＜三木里地区＞

みきさとのうまいもんメンバー集合写真
（2014年2月7日記者会見時）

撮影：芝山有朋氏

目的

内容



©三重県尾鷲市元気プロジェクト

3‐4‐2‐9. アンケート結果
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3‐4.活動と成果＜三木里地区＞

■調査概要
【目的】
「みきさとのうまいもん」活動参加者が
活動に対してどう考えているかを知ること
【対象】
「みきさとのうまいもん」活動参加者
【調査日程】
2月27日～2月28日

●年代

●活動に参加したきっかけ

●活動に参加してよかったと思うか ●これからもまちづくり活動に関わりたいか

●性別

■調査結果
有効指数13

[その他]
・活動することが好きだから

・昨年の夏に三木浦での会議に参加してか
ら活動に加わりました。

・三木里の人たちが元気になるきっかけ作
りに興味をもった。

男性

3人

女性

10人

40代
0人

50代
2人

60代,
6人

70代
5人

知人に誘

われたか

ら, 1人

活動内容

に興味が

あったか

ら, 4人

コミュニ

ティを広げ

たいから, 
2人

学生が来

たから, 
3人

その他, 
2人

とても思

う

4人

思う

7人

どち

らとも

言え

ない, 
2人

あまり

思わな

い, 0人

思わない

0人

とても思う

6人
思う,
6人

どちらと

もいえ

ない, 1
人

あまり

思わ

ない, 
0人

思わない

0人
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3‐4‐2‐10. 「みきさとのうまいもん」
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3‐4.活動と成果＜三木里地区＞

「みきさとのうまいもん」：三木里の郷土料理と歳時記がまとめられたレシピ冊子

■特徴
・形式にとらわれず、作成者が思いを込めて
1ページずつ作っており、 パソコンで作ったページも
手書きのページもある。

・リング状の冊子でラミネート加工
（地域のお母さんならではの視点で提案された、
料理の 中に使いやすい工夫）

■内容
・春夏秋冬で分けてまとめている。
・全21種類

【みきさとらしさのポイント】

・表紙にMy箸の絵
→三木里の人たちは環境に気を使っている。
・秋の歳時記中央下のなます作りの写真
→昔は地域の皆が年ごとに異なる担当者の家に
集まって、なますを作っていた。

・浅間神社「お山祭り」に記載の歌詞と太鼓の写真
→太鼓と共に歌う歌と一緒に残っている貴重な祭り

みきさとのうまいもん表紙写真
（2014年3月7日）
撮影津福和加子

みきさとのうまいもん見開き写真
（2014年3月7日）
撮影津福和加子
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3‐4‐2‐11.  「みきさとのうまいもん」作成部数

92

3‐4.活動と成果＜三木里地区＞

■販売部数 163部

地区内販売数：147部
地区外販売数：16部

<地区外販売数>

■作成部数256部 ■配布部数78部

■取り置き部数 15部
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3‐4‐2‐12. 「みきさとのうまいもん」配布先
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3‐4.活動と成果＜三木里地区＞

8

１５ 9

6

12

16

3

19
13

１４

7

11

17

18

5 1
2

4

20

魚万

ふれあい
ショップ上岡

山口歯科
三木里コミュニ
ティセンター

魚喜多
タバコ屋

地図の出典：GoogleMap(三重県尾鷲市三木里町）

民宿嬉志野

1 田中商店 11 しめや旅館

2 たばこ屋 12 油屋旅館

3 まみ喫茶 13
ふれあいショップ
上岡

4 サンライム 14 西川商店

5 魚喜多 15 岡崎屋

6 魚万 16 瀬川酒店

7 美和パーマ屋 17 山口歯科

8 グレイス 18 紀北信用金庫

9 上岡石油 19 北輪内郵便局

10 民宿嬉志乃 20 汐はま

10
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3‐4‐2‐13. 活動の情報発信
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3‐4.活動と成果＜三木里地区＞

■活動内容に関するポスターの掲示 ■町おこし委員会からのお知らせ
（三木里地区グリーンツーリズム推進会議）の配布

第9回お知らせ（11月号）
作成者:平山泉さん

2013年9月時の活動内容についての紹介
作成者：瀧聡志、津福和加子

【概要】
目的

月に一度行われている「三木里地区グリーンツーリズム推進会議」
の会議内容を可視化し、三木里内の住民に伝えていく。
内容
・行事の報告、告知
・畑の様子について
・コラム

配信頻度
月に一度

【概要】
目的
活動について発信し三木里の住民の方々に知ってもらう
内容
・「みきさとにうまいもん」活動の趣旨、プロセス
・レシピ冊子のイメージ図
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3‐4‐3‐1. 成果1：メンバー固定化の解決
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3‐4.活動と成果＜三木里地区＞

活動に対する認知度向上

■課題に対する成果

みきさとのうまいもんメンバー集合写真
（2014年2月7日記者会見時）

撮影：芝山有朋

みきさとのうまいもんを作成していく中で、会議の議事録の配布や活動情報の
ポスター掲示などを行い、みきさとのうまいもん活動の情報発信をしてきた。認
知度調査（参考： 3‐4‐3‐2.三木里地区の活動成果）の結果、活動が認知されつ

つあることがわかり、潜在層を興味関心層に引き上げるきっかけはできたと考
えられる。また、レシピ集を購入した人からも「このレシピ集を新聞で見て活動
を知った」という意見もあった。レシピ集自体も認知度を高める媒体として機能
していたと考えられる。

活動メンバーの増加

三木里地区の課題である「メンバーの固定化」の解決への取り組みの結果、２つの成果があった。

今回の活動では、地域活動の担い手の中心であるGT役員約８名に加え、「新メ

ンバー」として約７名の参加があり、約１５名で活動を行った。これほど人数が
増えたことは今回の取り組みの大きな成果といえる。参加の理由としては、「新
しい活動に興味があった」「レシピ集作りに関心があった」等の意見があり、活
動に関わりやすい設計にしたことが効果的だったと考えられる。
（※ここでは「既存メンバー」をGT推進会議の役員と位置づけ、「新メンバー」を
役員以外で今回関わってくれた人とする。）

活動情報のポスター掲示
（2014年9月28日）
撮影：津福和加子
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3‐4‐3‐2. 成果2：活動認知度の向上
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3‐4.活動と成果＜三木里地区＞

■調査概要

【目的】

【手法】

【掲載場所】

【掲載期間】

以下の5カ所の掲示板にポスターを掲示した。

三木里小学校前、コミュニティセンター前、民宿嬉志
乃近く、国道311号線沿い、名柄地区

2013年12月26日~2014年2月7日

街灯アンケート調査。「『みきさとのうまいもん』という
レシピ集を作っている活動を知っていますか？」とい
う質問に対し、YES/NOの欄に画びょうでマークしても
らう。

みきさとのうまいもんの活動が住民にどの程度認知
されているのかを把握するため。

有効指標 ◯ ×

嬉志乃近く 8 10

国道沿い 13 5

名柄 6 1

小計 27 16

参考指標 ◯ ×

コミュニティセンター 20 18

三木里小学校 42 0

小計 62 18

63%

37%

有効指標

YES

NO 77%

23%

参考指標

YES

NO

■調査結果

ポスターの中には画びょうが故意にNOからYESに移動されたと

考えられるものがあったため、その可能性があるものを「参考
指標」、正確な回答だと推測できるものを「有効指標」とする。

活動が認知されるつつある

有効指標をみると、回答者のうち６３％が活動を認知している
と回答し、以前に比べ活動が認知されつつあると推測できる。
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3‐4‐3‐3. レシピ本完成による成果
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3‐4.活動と成果＜三木里地区＞

レシピ本の完成によってもたらされた効果は以下の3つが考えられる。

今回の活動を通して、これまで目を向けていなかった地域の「食」や「文化」という資源に
改めて着目することができた。例えば、三木里といえば魚ごはんやエゴマ餅という印象
だが、赤シソでつくる「しそジュース」が三木里らしい産品だと気付けたこと、また夏のお
盆供養には三木里ならではの決まり事があったこと。活動に参加した住民に加えて、レ
シピ集を購入した人からもこのような声を聞くことができ、レシピ本によって住民が地域
資源を再認識できたと考えられる。

地域資源の再認識

これまでの活動で味噌作り体験やエゴマ餅のもてなし等は行っていたが、地域の食資源
をまとめたものはなく、三木里ならではの食がバラバラに存在していた。今回の活動で
は、それらの食資源をレシピ集という一つの形に集約したといえる。魅力的な資源を形
にまとめ、今後に活かせるような状態にできたことは成果の1つといえる。

食資源の集約化

新たな活動の起こり

来年度のコミュニティセンターの事業の１つに、「しそジュース体験」が組み込まれた。会
議の中でレシピ本を活用した取り組みを行っていこうという提案があり、初の試みとして
取り入れられることになった。このようにレシピ本を活用した新しい動きが見られ、地域
活動の幅をひろげており、これもレシピ本完成によってもたらされた効果といえる。
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4.  終成果報告会

98

4‐1.成果報告会の概要

4‐2. 各地区の成果報告
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4‐1. 成果報告会の概要

2年間の集大成として、成果報告会を開催した。発表は住民と学生の協働発表で、各地区から今後の具体的な活動方針も示された。

報告会内容
平成24年度、平成25年度2か年の取り組み

内容と成果、今後の取り組み提案について、
地域住民を対象に開催。

対象者 地域住民、尾鷲市職員

開催場所 三木里コミュニティセンター

開催時間 午後3時から午後5時まで

懇親会 報告会後

プログラム 司会進行：西田みづ恵

1. 開会の言葉（三重県） 3分

2.2012年度の報告（学生） 10分

3. 2013年度のプロジェクト全体の活動報告
（西田）

10分

4. 各地区のプロジェクト報告（地域住民＋学
生）※発表各地区10分×4地区

59分

5. 今後に向けた提言（学生） 10分

6. 飯盛准教授より総括 15分

7. 岩田市長よりご講評 10分

8. 閉会の言葉（三重県） 3分

記念撮影

撮影：松田華保子

99
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4‐2‐1. 九鬼の成果報告

■九鬼発表資料
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4‐2‐2. 早田の成果報告
■早田発表資料①
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4‐2‐2. 早田成果報告（続き）
■早田発表資料②
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4‐2‐3. 三木浦の成果報告
■三木浦発表資料①
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4‐2‐3. 三木浦の成果報告（続き）
■三木浦発表資料②
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4‐2‐4. 三木里の成果報告
■三木里発表資料①
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4‐2‐4. 三木里の成果報告（続き）
■三木里発表資料②
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5. 来年度以降の展望と提案

107

5‐1.九鬼地区の展望と提案
5‐2. 早田地区の展望と提案
5‐3. 三木浦地区の展望と提案
5‐4. 三木里地区の展望と提案
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共同企画責任者

・川上岩正さん（九木浦共同組合長）
・田崎祐一さん（九鬼町内会長）
・川上禧之さん（九鬼定置漁業株式会社社長）

スポンサー協力

九木浦共同組合、九鬼定置漁業株式会社、九鬼町内会

WEBサイト作成

・濱口麻里恵さん
（株式会社ホワイトアンドピーチ代表取締役）

資料の記事化（パソコン不要）
WEBサイトに載せる記事（例：住

民インタビュー）の取材や写真・動
画の撮影。パソコンに慣れた人は
デジタル化や、ブログの投稿まで
順番にチャレンジ。

記者 記者サポート

記事のデジタル化（パソコン必要）

主にパソコンを扱い記者が持って
きた素材をデジタル化する。濱口
さんへの受け渡しまでが仕事。

運営会議幹事

・川上修史さん（町内会副会長）

運営会議（３カ月に１回実施）
・資金調達や契約等の会議
・WEBサイトの方向性や戦略会議

5‐1‐1. 展望1：運営体制

108

5‐1.九鬼地区の展望と提案
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成果 成果

成果 成果

店舗情報の掲載（営業や挨拶回り）

現在九鬼地区には下記のような商業店舗が存在する。
天海（釣り堀）、黒潮マリンクラブ（渡船業）、MTK（スキン

ダイビング、ホエールウォッチング）、はりまや（旅館、渡
船業）、宮崎屋（旅館）、虎の巻（和菓子）、スーパーナカク
ニ、浜千商店（干物等の加工）、ホワイトアンドピーチ（IT/
ネット通販）
店舗情報としてWEBサイトに掲載できるよう営業、挨拶回

りをする他、今後協働して活動や行事を行えるような関係
づくりを目指す。

5‐1‐2. 展望2：活動

109

5‐1.九鬼地区の展望と提案

オンラインの展望
（WEBサイトの活用アイディア）

オフラインの展望
（現地での活動アイディア）

１． 新情報を常に更新
２．住民の投稿ページ

今後さらにWEBサイトを盛り上げていくためには 新情報
を常に更新していく必要がある。現在はFacebookにリア

ルタイムの情報を濱口氏がアップロードしているが、今後
は共同組合のブログを立ち上げ、少しずつ地元の投稿者
を増やしていく。まずは現段階でインターネットやパソコン、
スマートフォンを使用できる住民から投稿を行ってもらう
が、インターネット勉強会等を通してITリテラシーの向上を
はかり投稿者を増やしていく。

インターネット勉強会

地区の古いコミュニティセンターが取り壊され、2015年の
4月から新コミュニティセンターへと生まれ変わる。2014年
の10月ごろから工事が竣工する。九鬼ではWEBサイトが
立ち上がったにも関わらず地区内のIT整備やリテラシー
の課題からWEBが見られる人が限られてしまっている。そ

こでコミュニティセンターにインターネット環境を整備する
ことで、センター内での閲覧を可能にすること、またイン
ターネット勉強会などITリテラシー向上口座を行うことで
人材の育成にも力を入れていく。

九鬼に食堂を作る

九鬼地区には住民が利用する食事処、観光客（特に釣り
客やボート）が九鬼の郷土料理を食べられる場所がな
かった。そこで2014年4月より九鬼地区に新たな地域おこ

し協力隊が派遣される時期と合わせて食堂を立ち上げ
る。食堂経営の要を地域おこし協力隊に依頼し、行政と
共同で住民が食堂の運営を行っていく。場所は旧喫茶店
であった「集い」を改装して活用する。空き家になっていた
場所であったが土地所有者が活用を望んで相談を行って
いたことが後押しとなった。

短
期(

目
安
：20
14
年
の
1
年
間
）

長
期
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5‐1‐3. 提案：来てもらう仕組み
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5‐1.九鬼地区の展望と提案

知る 訪れる 好きになる 住みたくなる
町の取り組み

ステップ

オンライン
WEB上の取り組み

情報発信ツール
WEBサイトの立ち上げ

帰省者に向けては、地元に置いてどのような設備環境が
整い始めているのか、また帰省のタイミングでどのような
行事が行われているかを発信。観光客やIターン希望者

には「何ができて（レジャー）、何が食べることができて、
どこに泊まることができるか」を発信。その際、WEBサイト
と合わせて新聞など様々な広報手段を利用する。

【アイディア】イベントカレンダーの掲載、ゲームコーナー
の設置(（釣りゲームや船を落とすゲーム等くせになる

ゲーム。特に携帯からでもできるようにする。定期的に
ページに来てもらうため）、店舗情報にお店のクーポンを
つける、九鬼ビデオポスト（住民が携帯から映像や写真
を投稿できるページをつくる）、レジャー情報を載せる。

空き家情報の掲載、ワン
スリー賃貸など中期的に
滞在できる場所の情報を
載せる。

オフライン

現地におけるサー
ビスへの取り組み

食堂時用取組の準備。

帰省者、観光客の食事処の整備、宿泊環境の整備。（現
在九鬼には2軒の旅館が営まれているが、宿泊可能の

許容範囲が限られている。訪問者が増え利益が見込め
るような段階になった際には宿泊環境の拡大を検討。）

【人を呼ぶアイディア】同窓会の企画、土産屋の設立、漁
業体験ツアー（地元旅行会社と連携）、林間学校の誘致、
公衆トイレ、仮眠室やシャワールームなど観光客向けの
ハード面の整備。

空き屋等の住環境の整備。
また九鬼で買い物ができ
るようスーパーや商店の
充実を図る。また住む上で
重要となる教育環境や労
働環境、安全面について
も近隣地区や県市と連携
して整備。

九鬼のことを知ってもらう（知ってもらうツールを作る）段階までは当プロジェクトで実施した。今後は九鬼にきてもらう仕組み、来て満足して
もう一度訪れたいと思われるようなサービスの整備が必要。

※あくまでアイディアベースの提案。特に次のステップで
ある、訪れてもらうための仕掛けについてのアイディアが
少しでも参考になれば幸いである。
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5‐2‐1. 課題と展望
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5‐2.早田地区の展望と提案

笑顔食堂の実施において見えてきた課題

①メニューを考えること
継続的に笑顔食堂を行っていく上で、収支計算などのノウハウが育ってきた。しかし、500円という制限と早田の食材を使うという中で
メニューを考えていくことが難しい。そのときの作物や漁にも影響を大きく受ける。

②イベントが連続すること
現在の参加メンバーが7名であるが、笑顔食堂はお弁当販売のみでなく、イベント出店などの食品提供関係を担うようになってきたた
め、個々のメンバーの負担が大きい。

③笑顔食堂のこだわりが伝わってないこと
安全安心、早田の食材という二つのこだわりが消費者まで伝わりきっておらず、価格や量に対する批評がある。

④コミュニティセンターで食べていってくれる人が少ないこと
寒さという気候的な問題もあり、この半期間のうちではコミュニティセンターでお弁当を食べていただける方が少なかった。

今後の展望

笑顔食堂の定着 別のまちづくり活動への派生

①定番メニューの考案
②販売種類の増加

③こだわりの発信
④コミュニティセンターで

食べてもらう仕掛け作り

コミュニティセンターで食べても
らうことで、人が集まる場所に
なり、笑顔食堂だけでなく、別
のまちづくり活動にも興味を持
てる仕掛けを作る

味噌づくりや干物づくりなどこれまでの活動をコミュ
ニティセンターを中心に組織化することで、購買能力、
集客力を向上させる。
また、コミュニティセンターに行けば、何らかの活動が
あるという状況を作ることでそれぞれの活動への参加
者が増える
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5‐2‐2. 展望の詳細
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5‐2.早田地区の展望と提案

コアメン
バー

参加者新たなコミュニティ形成のきっかけ

情報交換の場

地域活動について知る機会が増える

①定番メニューの考案
＝メニューを考える手間を省くことができる。また漁に左右されない定番メニューをつくっていくことでより負担を減らすことができる。

②販売種類の増加
＝その日の漁にあわせてメニューを自由に変更に可能になる。さらにメニューのかぶりを減らすことができる。

③こだわりの発信
＝地区内での発信が重要。お弁当への理解を深めてもらい、今後も利用してもらえるようにする。また、外部へ発信することで笑顔食

堂を目当てに外部の人を早田に呼び込むことができる。

④コミュニティセンターで食べてもらう仕掛けづくり
＝大敷汁やお茶、コーヒのサービスなどを行う。暖かくなることを期に花見などちょっとした非日常を体験できる場としての仕掛け作りを

行うことで人を集める

知ってもらった後にどうやって参加
へつなげるか？
(※次ページの提案へ)
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5‐2‐3. 提案：参加へのプロセス
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5‐2.早田地区の展望と提案

在宅仕事 料理教室で毎回違う献立を学ぶ

チームが増えて行くことで、
ローテーションが可能になる。

現状 コア

ポイント制度

料理教室

ボランティア 継続的な
ボランティア

コア
①

コア
②

ポイント制度 料理教室

笑顔食堂
お手伝い

ポイント
付与

ポイントの応じて、特典を得ること
ができる。

ポランティア会員を増やすことで、
活動参加者の増加を目指す。

ボランティア
会員制度

卵焼き 佃煮 グラタン …

得意な献立を一人一人がもつこと
で、コアメンバーだけでなく。ボラン
ティアもお弁当作製段階でできるこ
とが増えてくる。
→コアメンバーへ近づく

コアメンバーがいくつかに別れて、ボ
ランティアにノウハウを指導をしてい
く。

懸念：

ボランティアならいいけどメンバーという形をいや
がる人が多い。強制されることへの恐さが残る。
→
一時的なポイントや時給だけでなく、その1年を通

してボランティアをがんばった方への表彰などを
行うことでインセンティブを与える。



©三重県尾鷲市元気プロジェクト

5‐3‐1.展望1
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5‐3.三木浦地区の展望と提案

現状の問題点

①運営体制 ②情報発信

現在は運営側の住民のモチベーションが高いため
継続的な運営ができているが、運営の負担が大き
いため、今後継続していくことが厳しくなると予想さ
れる。運営システムを確立させ、経営の安定化を
図り、長期的に継続できる活動にする必要がある。

主な原因
･拘束時間の長さ
事前準備を含め20時間ほど要する。

･見返りがない

情報発信に関して主に2点問題がある。

1) 弓削氏の負担が大きい
Facebookを利用できる運営側の住民が他にいな

いため、弓削氏が一人で行っている状態である。

2) 三木浦を訪れた人から外への情報発信

三木浦を訪れた人への情報発信に関しては販売
という形で行われているが、その先の情報発信は行
われていないのが現状である。

運営体制の確立

SNS担当人材の発掘

三木浦を訪れた人からの情報
発信の実践シフト制、給与制を導入し、モチ

ベーションの維持、負担軽減を図
る。

三木浦の住民の中からSNS担当を
公募し、SNSを通じた情報発信の安
定化を図る。

住民に三木浦こいやぁが定着した後、
ダイバーなど三木浦こいやぁを訪れた
人がより多くの外部に発信する仕組
みを行う。方法としてはダイビングス
クールでの告知、Facebookの活用な
どを行う。

今後の方向性
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5‐3‐2. 展望2
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5‐3.三木浦地区の展望と提案

①三木浦の魅力を外部に発信していく
②町内の社交場としての定着
③地場産業の活性化

長期目標

年次計画

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
三木浦
こいやあ
運営日

第6回
3/16

第7回
4/13

第8回
5/25

第9回
6/8

第10回
7/20

日程未定
（毎月開催)

同時開催 なし
海鮮
祭り

鯛祭り 鯛祭り なし

短期目標

①運営体系確立
シフト制の導入に依る負担にならない
運営、経済的自立（報酬）

②ニーズの確認･出品参加者の発掘

③Facebookを使った情報発信
SNS担当人材の発掘、育成

長期目標

①店舗の改良・サービスの向上

②告知範囲の拡大などで、より外部への
アプローチ

③町内の社交場
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5‐3‐3. 提案：Facebookの活用「投稿こいやぁ」
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5‐3.三木浦地区の展望と提案

概要

Facebook投稿こいやぁ

三木浦こいやぁを訪れた人が誰でも投稿できる仕
組みを作り、それに対し割引、プレゼントなどのイン
センティブを用意する。

月間で投稿数、その投稿に対するいいね！数が
一番多い人にそれを与え、三木浦を訪れた人から
さらに三木浦の魅力が拡散していく取り組みを行
う。
Facebookを通じて三木浦の知名度向上、魅力の拡
散を狙う活動である。

期待できる効果

問題意識

①更なる外部発信

この活動のもともとの目的は外部発信である。そ
の目的を達成するためには三木浦に訪れた人以
外にも三木浦の魅力を伝えなくてはいけない。

②Facebook運営の負担

現在、Facebookの運営は弓削氏一人で行ってい

る状態である。弓削氏は三木浦こいやぁの運営の
中心メンバーであり、Facebook更新の負担が大き
い。

三木浦と関わり
無い人

三木浦を訪れた人

住民

①外部発信

三木浦こいやぁ

投稿こいやぁ

②投稿負担の軽減

投稿を三木浦に訪
れた人にやってもらう
ことにより、Facebook
の運営の負担が軽く
なると期待できる。

三木浦の魅力を発
信するターゲットをもう
一段階上げることがで
きる。（三木浦と関わり
無い人にアプローチす
ることができる。）
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5‐4‐1. 展望
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5‐4.三木里地区の展望と提案

輪を作る

輪を広げる

輪をつなげる

■今後の方針

来年度以降の方針として、今回の活動で作ったつながりの輪を大きくし、まちづくり活動に関わる人々を増やしていく。そ
の関わり方は活動に立ち寄ってみる、イベントに参加する、運営メンバーとして関わる、などどのような参加の形をとっても
良い。そして、地域内のつながりを深めたら、外部から人を呼び込んで交流を深める施策へと移る。地域内、外と連携する
ことで三木里のまちづくりをさらに推進していく。

… 活動の主体になる小さなつながりを作ること。

地域内で活動に関わる人を増やすこと。活動に立ち寄る、イベントに参加す
る、運営をする、など参加のレベルは様々。また、あらゆる世代を取り込むこ
とで、世代間の交流も生む。

…

… 他地域の人々を呼び込み、交流を深めることで三木里と他地域の輪をつな
げていく。

■取り組みの位置づけ

輪を作る

輪を広げる

輪をつなげる

2013

レシピ集の作成

◯◯さん家の魚ごはん

2014 2015

コラム「みきさとのうまいもん」

味噌のあれこれ知ってるかい？

「レシピが貼ってある町」

地域に嫁いできたお嫁さん教室

「うまいもん」のご飯を食べよう！
@お母さん民宿

海岸通りのうまいもん

レシピ提供I in 尾鷲市内

オリジナルうまいもんコンテスト
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5‐4‐2. 提案リスト

位置づけ 季節 タイトル 適任者 担当 ページ数

広げる 通年 コラム「今月のうまいもん」
「うまいもん」を広めたい人

「GTからのお知らせ」を作成する人
○○さん（施策実行
時に担当者を記入) p119

広げる 通年 「レシピが貼ってある町」 「うまいもん」を広めたい人
○○さん（施策実行
時に担当者を記入）

p120

広げる 夏
三木里の子どもたち！麦味噌
のあれこれ知ってるかい？

麦味噌作りが得意な人！
子ども達に食文化を伝えてたい人！

○○さん（施策実行
時に担当者を記入）

p121

広げる 季節ごと 「海岸通り」のうまいもん デイサービス「海岸通り」
○○さん（施策実行
時に担当者を記入）

p122

広げる 季節ごと ◯◯さん家の魚ごはん
「魚ごはん」を作るのが得意な人！

お茶会するのが好きな人！
○○さん（施策実行
時に担当者を記入）

p123

広げる 季節ごと
地域に嫁いできたお嫁さん教
室

歳時記についてよく知っている人
料理好きで、人に教えてみたい人！

○○さん（施策実行
時に担当者を記入）

p124

つなげる 通年 オリジナルうまいもんコンテスト
料理を作るのが好きな人！

料理専門家とつながりがある人！
○○さん（施策実行
時に担当者を記入）

p125

つなげる 通年 レシピ提供 in 尾鷲市内
うまいもんを発信していきたい人
市内の飲食店とつながりがある人

○○さん（施策実行
時に担当者を記入）

p126

つなげる 通年
「うまいもん」のご飯を食べよ
う！@お母さん民宿

料理を作るのが好きな人！
もっと多くの人と話してみたい人！

○○さん（施策実行
時に担当者を記入）

p127
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5‐4.三木里地区の展望と提案

「みきさとのうまいもん」を活用した来年度以降実行可能な施策を以下にリスト化する。
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【目的】

「GTからのお知らせ」に毎月、レシピ集の原稿を載せる。

毎月開かれるグリーツーリズム推進会議の定例総会の議事録「GTからのお知らせ」にレシピ集の原稿を載

せる。毎月、季節に合わせたレシピか歳時記を１ページ分のみ、「お知らせ」に載せていく。例えば、『今月の
「うまいもん」』といったコラム形式で表示することで軽い読み物として扱う。

企画目的

企画詳細

コラム『今月の「うまいもん」』

「みきさとのうまいもん」を住民全員に目を通してもらい、GTのことや「うま
いもん」の活動を少しでも知ってもらうこと。

「GTのお知らせ」と一緒に軽く読んでもらうことで、住民全員が「うま
いもん」を知るようになる。

【期待される効果】

だれが？ どこで？ どんな風に？

「うまいもん」を広めたい人
「GTからのお知らせ」を作成する人

三木里地区会館
（共用のパソコンを使用）

毎月の「GTからのお知らせ」に

コラムとして「みきさとのうまいもん」
を載せる

【概要】

輪を作る

輪を広げる

輪をつなげる

2013 2014

コラム「みきさとのうま
いもん」

広げ
る

通年

5‐4‐3. 提案1：コラム『今月の「うまいもん」』
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5‐4.三木里地区の展望と提案
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広げ
る

【目的】

「みきさとのうまいもん」のレシピを町の電柱に貼って、まちを歩くと誰
もが目に入るようにする。

今年度作成したレシピ集を１ページごと電柱に貼付けていく。生活していると至る所で、レシピ集が目に入る
状態を作り出すことで、興味を持っていなかった人達に対してもアプローチが可能となり、活動の興味を喚起
することができる。

企画目的

企画詳細

通年『レシピが貼ってある町』

「みきさとのうまいもん」を住民に目を通してもらい、GTのことや「うまいも
ん」の活動を少しでも知ってもらうこと。

生活しているとレシピ集が必ず目につくようになり、活動への興味
を喚起する。

【期待される効果】

だれが？ どこで？ どんな風に？

「うまいもん」を広めたい人
町中の電柱

「みきさとのうまいもん」を
１ページごと電柱に貼る。

【概要】

輪を作る

輪を広げる

輪をつなげる

2013 2014

「レシピが貼っ
てある町」

5‐4‐4. 提案2：『レシピが貼ってある町』
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5‐4.三木里地区の展望と提案
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【目的】

企画目的

企画詳細

三木里の子ども達が地域の「食」について理解を深めることで、地
域への愛着が高まる。

【期待される効果】

だれが？ どこで？ どんな風に？

麦味噌作りが得意な人！
子ども達に食文化を伝えてたい人！ 三木里小学校

煮味噌の種類や味噌の食べ方を
教える

三木里の子どもたち！麦味噌のあれこれ知ってるかい？

三木里小学校の給食に作った麦味噌、煮味噌を持っていき、食べ方
と味をレクチャーする。

【概要】

三木里の子ども達に「麦味噌」の文化を受け継いでいく。

三木里で作った麦味噌を使って、三木里小学校の生徒に「麦味噌のあれこれ」を教える。レシピ集に載ってい
る「煮味噌色々」「食べ方色々」を小学校の給食にて、住民が講師となって味や食べ方をレクチャーし、三木里
の味噌について子ども達に深く知ってもらう。

住民が「先生」となり、味噌のあ
れこれをレクチャーし、子ども達
にはその味を感じてもらう。

輪を作る

輪を広げる

輪をつなげる

2013 2014

味噌のあれこれしって
るかい？

広げ
る

夏

5‐4‐5. 提案3：『三木里の子どもたち！麦味噌の
あれこれ知ってるかい？』
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5‐4.三木里地区の展望と提案
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【目的】

企画目的

企画詳細

三木里にあるデイサービスだからこそ、地区が大事にする食事を提
供することで、高齢者の方も食を見直し、同時にこの活動も知れる。

【期待される効果】

だれが？ どこで？ どんな風に？

デイサービス「海岸通り」 「海岸通り」の食事で

提供する食事の１品をみきさとの
うまいもんのレシピから取り入れ
る。

季
節

ご
と

「海岸通り」のうまいもん

みきさとのうまいもんのレシピから季節に合わせて１品を三木里
のデイサービス「海岸通り」の食事に取り入れてもらう。

【概要】

年輩の方々に三木里の食を改めて感じてもらい、活動を知ってもらう。

みきさとのうまいもんのレシピから季節に合わせて１品を三木里地区にあるデイサービス「海岸通り」が利用
者に提供する食事に取り入れてもらう。三木里を良く知っている高齢者に提供することで、三木里の食を思い
出してもらい、また新たな食の情報を教えてくれる可能性もある。

※季節ごとにレシピをかえる

輪を作る

輪を広げる

輪をつなげる

2013 2014

海岸通りのうま
いもん

広げ
る

5‐4‐6.提案4：「海岸通り」のうまいもん
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5‐4.三木里地区の展望と提案
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【目的】

企画目的

企画詳細

それぞれの「三木里らしさ」があることを体感し、住民の交流を深
めることができる

【期待される効果】

だれが？ どこで？ どんな風に？

「魚ごはん」を作るのが得意な人！
お茶会するのが好きな人！

軽食が取れる広いスペース 各家の「マイ魚ごはん」を持ち
寄って、カフェ形式でゆっくりする。

季
節

ご
と

◯◯さん家の「魚ごはん」

それぞれの家の魚ごはんを持ち寄り、味比べをする。【概要】

・「魚ごはん」の味比べを通して、三木里らしさを再確認してもらうこと
・多くの人に参加してもらうこと。

家ごとに味付けが違う郷土料理の「魚ごはん」に着目し、各家から「マイ魚ごはん」を持ち寄り、みんなでカフェ
形式で味比べをしてみる。テーマは「季節の魚ごはん」。料理して持って来る人、立ち寄って食べにくる人、な
ど誰でも立ち寄れるような場にする。

持ち寄ったご飯を食べれて、
広々とした空間。（できれば、
誰でも立ちよれる屋外。）

イス、テーブル、ドリンクを用意
して、カフェ空間を作る。
参加費は飲み物代の100~200
円程度。

輪を作る

輪を広げる

輪をつなげる

2013 2014

◯◯さん家の
「魚ごはん」

広げ
る

5‐4‐7.提案5：◯◯さん家の「魚ごはん」
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5‐4.三木里地区の展望と提案
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【目的】

企画目的

企画詳細

行事の行い方や料理を教える教室を通して、住民内に新しい交流
がうまれる。

【期待される効果】

だれが？ どこで？ どんな風に？

歳時記についてよく知っている人！
料理好きで、人に教えてみたい人！

料理ができて
軽食が取れる広いスペース

三木里の住民が歳時記にのって
いる行事の行い方を教える教室

を開催する

季
節

ご
と

地域に嫁いできたお嫁さん教室

三木里に嫁いできたお嫁さんを対象に、季節ごとの行事の行い方や
料理を教える

【概要】

・外から来たお嫁さんに三木里らしさを認識してもらうこと
・住民の方が新しく知り合うきっかけをつくる

外から三木里に嫁いできたお嫁さんにとって、三木里の風習を知ることはなかなか難しいという点に着目し、
レシピ冊子の主に歳時記を用いて、季節ごとに行事の行い方や料理を教える教室を開催する。これにより地
域住民内に新たな交流がうまれると思われる。

春夏秋冬でそれぞれ1回ずつ通
年4回連続で受講する。
三木里の住民が講師となる。

輪を作る

輪を広げる

輪をつなげる

2013 2014

広げ
る

地域に嫁いできた
お嫁さん教室

5‐4‐8.提案6：地域に嫁いできたお嫁さん教室
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【目的】

企画目的

企画詳細

【期待される効果】

だれが？ どこで？ どんな風に？

料理を作るのが好きな人！
料理専門家とつながりがある人！

調理が出来る場所
（コミュニティセンター？）

レシピの再現 or オリジナル料理
を作り、コンテストを行う。

うまいもんを購入した人を主な対象にして、レシピ集を活かしたオリ
ジナル料理を考案してもらい、料理コンテストを行う。

【概要】

共通のテーマを持った人々を地区内、外に関わらずつなげていく。

主にみきさとのうまいもんを購入してくれた人に声をかけて、料理コンテストを開催する。レシピを再現してもよ
し、レシピをベースにしたオリジナル料理を考案してもよし、自分が思う三木里らしさを出して料理をつくる。で
きれば、料理に詳しい専門家などに審査員をお願いする。

輪を作る

輪を広げる

輪をつなげる

2013 2014

つな
げる

オリジナルうまいもん
コンテスト

オリジナルうまいもんコンテスト

共通のテーマをもった人々がつながる。また三木里の食をベース
にした新料理の開発ができる。

審査員は料理専門家と三木里
の住民。

5‐4‐9.提案7：オリジナルうまいもんコンテスト
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5‐4.三木里地区の展望と提案

通
年
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【目的】

企画目的

企画詳細

三木里料理を感じてもらうことで、地域の食文化を発信していく。
同時にうまいもんレシピも販売し、収益を挙げる。

【期待される効果】

だれが？ どこで？ どんな風に？

うまいもんを発信していきたい人
市内の飲食店とつながりがある人

尾鷲市内の飲食店

レシピを飲食店に提供し
三木里の料理を出してもらう。
また、レシピ集の販売も行う。

通
年

レシピ提供 in 尾鷲市内

みきさとのうまいもんのレシピを市内の飲食店に提供し、三木里料
理を作ってもらう。また、そこでレシピ集も販売する。

【概要】

三木里の料理を体感できる場をつくり、情報を発信していく。

現在、地区内に料理を提供できる場所が少ないため、食を体感してもらうのが難しい。そこで、市内の飲食店
等にレシピを提供し、三木里の料理を１品でも提供してもらえるようにする。同時にレシピ集の販売も行い、料
理を提供してくれる飲食店を三木里の情報発信の起点にしていく。

輪を作る

輪を広げる

輪をつなげる

2013 2014

つな
げる

レシピ提供I in 尾鷲市内

5‐4‐10.提案8：レシピ提供 in 尾鷲市内
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【目的】

企画目的

企画詳細

【期待される効果】

だれが？ どこで？ どんな風に？

料理を作るのが好きな人！
もっと多くの人と話してみたい人！

お母さん個人の家 観光客にレシピ冊子のご飯を出
し、いろいろ話などして過ごす。

個人の家でお母さん民宿をはじめ、観光客に「みきさとのうまいもん」に
のっているご飯の数々を食べてもらう

【概要】

・レシピ冊子を使って、外から呼び込んだ人に長時間三木里に滞在してもらう
・みきさとのお母さんたちが観光客を巻き込んだ活動をしていく第一歩となる

今はない、実際に観光客がレシピ冊子にのっているご飯を食べられる場所をつくることで、レシピ冊子を用い
て直接的に人を呼び込むことを可能とする。まずは近くの地域のお母さん民宿に、三木里のお母さんたちで
集まって行ってみて、お母さん民宿がどのようなものか知ることで、実現しやすくする。

近くのお母さん民宿に実際に
泊まりに行き、参考にする

輪を作る

輪を広げる

輪をつなげる

2013 2014

つな
げる

「うまいもん」のご飯
を食べよう！
@お母さん民宿

「うまいもん」のご飯を食べよう！@お母さん民宿

実際にレシピ冊子にあるご飯を食べる場所と泊まる場所ができる
ことで、観光客が三木里に来るきっかけとなり、三木里を実感する
ことができる。

一日限定一組などでお母さん
の家に泊まってもらう。

宿代ご飯代は、一人当たり
5000円ほど。

通年

5‐4‐11.提案9：「うまいもん」のご飯を食べよう！
@お母さん民宿
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6. メディア掲載

128
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6‐1.プロジェクト紹介

129

6. メディア掲載

「神奈川新聞」2013年5月28日付
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6‐2.東京おわせ会

130

6. メディア掲載

「紀勢新聞」2013年6月26日付「南海日日新聞」2013年6月25日付
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6‐3. 計画立案会

131

6. メディア掲載

「南海日日新聞」2013年6月26日付 「紀勢新聞」2013年6月30日付
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6‐4. 計画立案会（続き）
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6. メディア掲載

「紀勢新聞」2013年7月2日付 「中日新聞」2013年7月18日付
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6‐5. 三木浦の活動

133

6. メディア掲載

「南海日日新聞」 2013年10月22日付 「中日新聞」2013年11月19日付
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6‐6. 三木浦の活動（続き）

134

6. メディア掲載

「南海日日新聞」2013年11月19日付 「紀勢新聞」2013年11月20日付
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6‐7. 九鬼の活動

135

6. メディア掲載

「南海日日新聞」2013年11月30日付 「紀勢新聞」2013年11月30日付
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6. メディア掲載

「中日新聞」2013年12月3日付

6‐8. 九鬼の活動（続き）
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6‐9. 三木里の活動

137

6. メディア掲載

「伊勢新聞」2014年2月9日付 「中日新聞」2014年2月9日付
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6‐10.三木里の活動（続き）

138

6. メディア掲載

「南海日日新聞」 2014年2月11日付 「吉野熊野新聞」2014年2月13日付
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7. 4地区連携の提言

139

7‐1. 4地区連携の意義
7‐2. 提案1：わうち弁当
7‐3. 提案2：のど自慢大会
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7‐1. ４地区連携の意義

早
田

九
鬼

三
木
里

三
木
浦 連携 早

田

九
鬼

三
木
里 三

木
浦

■意義

九鬼、早田、三木浦、三木里の４地区が連携して活動することによって期待できることを以下に示す。

４地区連携によって…

「ヒト、モノ、カネ、情報」の規模が拡大する。

ヒト … 活動を担う人が増える、イベント等に参加する人が増える、等。

モノ … 魅力的な地域の資源が増える、互いの資源の価値を見いだすことができる、等。

カネ … 集客が増えて売上があがる、活動資金が増える、等。

情報 … 様々な角度から情報を発信できる、他地区の人と情報交換をする、等。

個別に活動していると、規模が小さい。 連携することで相乗効果が起こ
り、規模が拡大する。

個別では規模が小さい活動も連携することで、相乗効果が起こり規模が拡大していく。それによって、４地区が一
体となって活性化していくとともに、各地域も「ヒト、モノ、カネ、情報」の拡大によって既存の活動をさらに高めてい
くことが可能となる。

140
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7‐2‐1. 「わうち弁当」の概要

141

7‐2. 提案1：わうち弁当

三木里

早田

九鬼 三木浦

「わうち弁当」のイメージ ［作成：瀧］

■概要

４地区それぞれの特色を出した料理を入れたお弁当を
作成する。右のイメージのようにお弁当箱を４つに区分
けし、各地区の料理を入れられるように設計する。

■タイトル

『わうち弁当』

■提案の経緯

今年度尾鷲プロジェクトの対象となった４地区の連携に
始まり、長期的には輪内地区全体で連携して活動してほ
しいという想いから、「わうち弁当」と命名した。

今年度の活動を活かした取り組み

今年度のテーマである「食」を活かすこと、また各地区の
取り組みを広げていくこと、という今年度の活動をベース
にした４地区連携の可能性を考えた。
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7‐2‐2.設計の工夫

142

7‐2. 提案1：わうち弁当

■全体で取り組むこと

①お弁当にいれる料理の決定

②各地区からお弁当を作る人を募る。

４地区で相談しながら、各地区の郷土料理を盛り込んで、特色が出るよ
うなレシピを決定する。

■各地区で取り組むこと

九鬼 早田 三木里 三木浦

内容

九鬼HPで情報発信
「わうち弁当」に関する情報
やレシピの説明、三木浦こい
やぁの開催日時などの情報
を発信する。

お弁当の作成のリーダー
調理において「笑顔食堂」の
ノウハウを活かし、原価計算
や仕入れなど収益を出せる
ように作成していく。

レシピ集の料理を入れる
「みきさとのうまいもん」に載っ
ているレシピを季節毎に弁当
のメニューに加えていく。

三木浦こいやぁでの販売
これまでの成果から集客の見込
める三木浦こいやぁで「わうち弁
当」を販売する。

メリット

九鬼HPのアクセス数向上
「わうち弁当」を知った人や
「三木浦こいやぁ」に訪れた
人からのアクセスを見込める。

他地区の「お母さん」との
交流
４地区それぞれ料理を作る
人が集まることで交流が生ま
れ、「笑顔食堂」への参加も
期待できる。

レシピ集の活用
「みきさとのうまいもん」を継続
的に活用することができる。

売上の増加
「わうち弁当」を目的として訪れ
る人や他地区からの来訪者に
よって集客が増し、売上が増加
する。

各地区が今年度の活動を活かして取り組むことと地区に与えるメリット。

…

４地区からお弁当を作成する人を募る。各地区ごとの料理となるため、
それぞれの地区から調理してくれる方が出る必要がある。

…
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7‐2‐3. 期待される効果

143

7‐2. 提案1：わうち弁当

■「わうち弁当」で期待される効果

４地区が連携して「わうち弁当」の作成に取り組むことで、「ヒト、モノ、カネ、情報」には以下のような効果が期待できる。

ヒト モノ

カネ 情報

連携を通して、他地区の人々と一緒に活動を
進めることでつながりが生まれる。また４地区
が良きライバルとしてお弁当の作成を切磋琢
磨しながら取り組むことで、弁当の質向上も
期待できる。

他地区の人とのつながり

連携をすることで、三木浦以外の地区から
「三木浦こいやぁ」を訪れる人が増加すること
が見込まれ、集客が増加し、売上が向上する
と期待できる。

売上の向上

九鬼HP、三木浦こいやぁfacebookページ、わ

うち弁当の販売、それぞれから「わうち弁当」
の情報に触れることができる。情報を知る機
械が増えることで多角的な情報発信が可能と
なる。

情報のタッチポイントの増加

連携を通して、他地区の資源について価値を
見いだしたり、活動のノウハウ（例えば、笑顔
食堂のお弁当の作り方）を共有することがで
きる。

資源の共有
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7‐2‐4.参考事例：まるごと会津のお弁当

144

7‐2. 提案1：わうち弁当

■概要

福島県会津若松市において、食をテーマとした地域振興策として、地域の特色ある質の良い素材で、会津の
食文化を活かした会津ブランドの弁当メニュー作成を企画。「あたらしいけどなつかしい・なつかしいけどあたら
しい」をコンセプトに、会津・南会津地区食生活改善推進連絡協議会員よりメニューを募集、平成 16 年 10 月、
5 品を「まるごと会津のお弁当」として商品化。

■成果

平成 17 年 7 月～9 月の JR グループの「福島県あいづデスティネーションキャンペーン」期間中に JR会津若松
駅キヨスクにて販売されたが、キャンペーン自体が数字的に好調だったこともあり、期間中には合計 7,363 個
を売り上げた。

引用：地産地消による観光地づくり 平成18年４月25日国土交通省総合政策局観光地域振興課長 若林陽介
http://www.maff.go.jp/j/study/tisan_tisyo/h18_01/pdf/data6.pdf

地域の産品を活かしたお弁当ニーズの高まり
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7‐3‐1. 「のど自慢大会」の概要

145

7‐3. 提案2：のど自慢大会

■概要

■提案の理由

＜開催地区＞

代表者同士の話し合いにより決定。同じ地区で永続的に開催される訳ではないた
め引き継ぎの際に必ず地区間の交流が生まれる。
＜頻度＞
年１～２回開催。頻度よりも継続することを重要視する。
＜準備物＞
・ステージ、カラオケ機材、MC

■詳細

九鬼でカラオケ大会が行われたことがある。どのように行えば
いいか、助言できる。

参加対象に制限がないこと

運動制限がある方や車いす生活を送っている方でも、激しく体
を動かす必要がないので参加することができる。また、選ぶ曲
によって子供からお年寄りまで、どの年代の人にも合わせるこ
とができる。

ノウハウを持った地区があること

4地区合同でのど自慢大会を行う。それにより、各地区で情報
交換が出来、新たな気付きを得ることが出来る。

撮影：瀧聡志

■のど自慢イメージ画像

画像:藤枝市社会福祉協議会HPより引用
（http://www.fujiedashakyo.jp/2013/08/post‐176.html）
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7‐3. 提案2：のど自慢大会

■先行事例

【体験談】プロジェクトメンバー 深野

2013年夏に長瀞を訪れたとき、「満願の湯」という温泉に立ち寄った。お風呂上がりに畳が敷かれている休憩所にいくと

お年寄りが多く集い、お昼御飯の定食を食べながら、カラオケを楽しんでいた。普通のカラオケではなく、ステージや司
会者がおり、まるでちょっとしたのど自慢大会のような雰囲気が感じられた。ステージの横には、小さなカウンターがあり、
その中に女性が一人いた。休憩室にいる人たちは、代わる代わる受付の女性に入れてほしい曲を書いた紙を提出し、
曲の始まりと終わりには、カウンターにいる女性のアナウンスが入り、ステージ上で人前で歌うことも重なって、ただのカ
ラオケではなく、特別なコンサートのような雰囲気を醸し出していた。

曲は１曲２００円、６曲綴りで１０００円、で提供されていた。みんな６枚綴りの紙を持っているようで、常に２、３曲が予約
に入っているという状況であった。予約待ちの場合には、紙に筆で書いた手書きの看板で、「現在○○分待ちです。」と
張り出される。曲の前後に入るアナウンスのたびに畳で休んでいる客から拍手が入り、みなその場を楽しんでいることが
よく分かった。毎週水曜日には、カラオケ大会も開かれており、温泉だけでなく、カラオケを楽しむ人たちの集まる一つの
コミュニティを形成していた。

非日常体験の提供
MCが歌う前と後にアナウンスを入れる、また人前で

歌うコンサート形式であることが非日常空間を演出し
ており、それが参加のインセンティブになっている。

参加のハードルが低い
低200円払えば誰でも参加できる仕組みとなってお

り、参加のハードルが低く設定されている。この設計
によって、子供からお年寄りまで年齢に関わらず参加
が出来る。

■事例のポイント

地域が主催し、誰でも気軽に参加できるのど自慢大会の先行事例を紹介する。

［対象］埼玉県 満願の湯（住所 ：埼玉県秩父郡皆野町大字下日野沢4000）

多くの人がこのイベントに参加している要因は…
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7‐3. 提案2：のど自慢大会

事例として紹介した「埼玉県 満願の湯」のポイントをのど自慢大会に入れ込むことでイベントの集客が見込める。

＜埼玉県 満願の湯＞

非日常体験の提供する
以下の３点を実施することで非日常の空間を演出す
る。

①アナウンスをするMCを手配する。
②ステージを用意する。

③物品販売や料理コンテストなどを同時に開
催する。

参加のハードルを下げる
以下の２点を実施することで誰もが参加できるように
する。

①参加料金を低価格（200円程度）に設定する。

②トップバッターは子供や学生が行い、誰でも
歌いやすい空間を作る。

＜のど自慢大会＞

非日常体験の提供
MCが歌う前と後にアナウンスを入れる、また人前で

歌うコンサート形式であることが非日常空間を演出し
ており、それが参加のインセンティブになっている。

参加のハードルが低い
低200円払えば誰でも参加できる仕組みとなってお

り、参加のハードルが低く設定されている。この設計
によって、子供からお年寄りまで年齢に関わらず参加
が出来る。
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7‐3. 提案2：のど自慢大会

１地区あたりの
参加可能性人数

4地区が集まった場合の参加
可能性人数は４倍に！

参加可能性人数の母体数が増えると、参加者数が増
える可能性がある。また、今まで知らなかった人たちと
顔見知りになることで、弱い繋がりが生まれる。アメリ
カの社会学者でマーク・グラノヴェターという人は、弱
い紐帯は、自分の知らない情報を教えてくれる有益な
ものであると、言っている。

特産品や情報の交換が行われ、それぞれの地域が切磋
琢磨するきっかけとなる。普段はあまりない情報交換が
行われるため、情報拡散につながったり、新たな気づき
を得る機会になる。

①人は多く集まる ②交換と収益

情報交換が行われる物販で特産品の交換。お金が
落ちるので収益をえることが出
来る



©三重県尾鷲市元気プロジェクト

本プロジェクトは、三重県と慶應義塾大学飯盛研究室の「三重県南部地域の集落機能維持にかかる共同研究」において推進する尾鷲市と同研究
室との地域大学連携事業である。プロジェクト推進にあたり、三重県、尾鷲市の皆様に多大なるご支援、ご協力を頂いた。ここに感謝したい（平成26
年3月）。

平成25年度「三重県尾鷲市元気プロジェクト」
平成25年度活動報告書（事業成果資料）

平成26年3月
慶應義塾大学飯盛義徳研究室

〒252‐0882神奈川県藤沢市遠藤5322‐e406
E‐Mail: isagai@sfc.keio.ac.jp

総責任者：飯盛義徳


