富山県 とやま移住・応援人口創出事業（令和元年度）

富山県
とやコト⁺

募 集 要 項

応募締切

令和 2 年 3 月 10 日（火）
令和 2 年 2 月

主催 富山県
受託者 ㈱シーズ総合政策研究所 ㈱sotokoto online コンソーシアム

富山県 とやま移住・応援人口創出事業（令和元年度）

Ⅰ．はじめに

■事業の趣旨
富山県では、将来的な移住の促進のため、首都圏在住の社会人を対象に、富山の「ヒト」や「コト」とつながることで、
地域を学び、地域課題や富山との関わり方を発見する機会を提供する現地フィールドワークを実施することといたしまし
た。
他都市での経験を活かしクリエイティブにローカルの仕事を創っている富山県内のキーパーソンの皆様との交流を深め、
富山県との関係性の構築のヒントを得ていただければ幸いです。

■対象者および参加条件等
○富山県における地域振興、コミュニティ・ビジネスなどに関心がある方。
○フィールドワーク中に積極的に他の参加者や地元住民等とコミュニケーションをはかり、フィールドワークへのアンケート回
答が可能な方。

■募集人数
15 名程度（ただし選考基準による規定の最大人数であり、定員を保証するものではありません。）
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Ⅱ．東京オープンセミナー（説明会）について

■オープンセミナー（説明会）のテーマ
「富山県とローカル・ソーシャルな働き方を学ぼう！」

■開催日時
令和2年3月6日（金） 19時30分～21時30分 （受付：19時00分～）

■開催場所
モラルテックス・ラボ （東京都千代田区東神田１丁目２−２）

https://www.moraltex.tokyo/
■参加費
無料

■プログラム
プログラム
1.

主催者 ご挨拶

2.

富山県のご紹介

3.

基調講演 「ぼくたちはローカルで幸せを見つける」

4.

ゲストトーク 「富山県のローカルビジネスの可能性」

5.

クロストーク 指出氏 × 姫野氏 × 富山県

6.

フィールドワークの行程紹介・申込について
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■講師・ゲストのご紹介
指出 一正 氏 （『月刊ソトコト』編集長 株式会社 sotokoto_online 代表取締役）
月刊『ソトコト』編集長。1969 年群馬県生まれ。上智大学法学部国際関係法学科卒業。
雑誌『Outdoor』編集部、『Rod and Reel』編集長を経て、現職。島根県「しまコトアカデミ
ー」メイン講師、静岡県「『地域のお店』デザイン表彰」審査委員長、奈良県「奥大和アカデミ
ー」メイン講師、奈良県下北山村「奈良・下北山 むらコトアカデミー」メイン講師、福井県大
野市「越前おおの みずコトアカデミー」メイン講師、和歌山県田辺市「たなコトアカデミー」メイン
講師、高知県・津野町「地域の編集学校 四万十川源流点校」メイン講師、岡山県真庭市
政策アドバイザーをはじめ、地域のプロジェクトに多く携わる。内閣官房まち・ひと・しごと創生本
部「わくわく地方生活実現会議」委員。内閣官房「水循環の推進に関する有識者会議」委
員。環境省「SDGs 人材育成研修事業検討委員会」委員。内閣官房まち・ひと・しごと創生本部「人材組織の育成・
関係人口に関する検討会」委員。国土交通省「ライフスタイルの多様化等に関する懇談会」委員。著書に『ぼくらは地
方で幸せを見つける』（ポプラ新書）。趣味はフライフィッシング。

姫野 泰尚 氏 （合同会社シェアライフ富山 代表社員）
2005 年立命館大学経済学部卒業。 その後大手住宅設備機器メーカーへ就職するも 1
年で退社。 2007 年単身渡豪。翌年オーストラリアはメルボルンにて 人生初の起業、冷凍
フルーツ販売を始めるが失敗。 2009 年帰国、富山にて不動産会社に就職。 同年、地方
ではいち早くシェアハウスを 富山市にオープンし自ら入居。 2014 年、県内 4 店舗を統括す
る不動産部長として 勤める傍ら、個人では運営するシェアハウスが 6 棟になった時点で合
同会社シェアライフ富山を設立。 2016 年 9 月、不動産会社を退社し 合同会社シェアラ
イフ富山として宅建免許を取得。 同年 10 月には旅館業許可を取得、 富山市初のゲスト
ハウス(簡易宿泊所)、 ゲストハウス縁～えにし～をオープン。 2018 年 9 月現在、県内に
シェアハウスを 10 棟、 ゲストハウスを 1 棟、民泊 6 棟を管理・運営し、空き家活用の コンサルティング業務等を行う。
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Ⅲ．フィールドワークについて

■フィールドワークのテーマ
「富山県とクリエイティブにつながる関わり方を、一緒に考えよう！」

■開催日時
令和2年3月14日（土）～15日（日）

■開催場所
富山県内全域

■参加費
10,000円 （ただし、自宅～集合場所の交通費、は含みません）

■集合
●富山駅 に 3 月 14 日（土）13 時

■フィールドワークのプログラム
富山県各地区で、1 泊 2 日のモデルツアーにおいて、現地のリアルを聞き、学び、体験します。
プログラム

１
日
目

２
日
目

1.

集合＠富山駅（13 時）

2.

ローカルプレイヤー訪問①

3.

ローカルプレイヤー訪問②

4.

合掌造りの集落探索

5.

合掌造りのゲストハウス宿泊

7.

ローカルプレイヤー訪問③

8.

ローカルプレイヤー訪問④

9.

振り返りワークショップ

10. アイデア発表会
11. 解散＠富山駅（17 時）

ポイント
⚫

富山の売薬一家の暮らしを感じるゲストハウス【売薬宿屋
山キ】の取組をお伺いします。

⚫

東京と富山の 2 拠点生活を営む起業家に、暮らし方や働
き方をお伺いします。

⚫

世界遺産となっている合掌造りの集落を散策します。

⚫

合掌造りのリノベーション物件に宿泊します。

⚫

井波文化を継承するために、様々なステークホルダーが連
携して取り組むプロジェクトを訪問します。

⚫

富山市の中心市街地にある映画館の事業継承の取組を
お伺いします。

※ プログラムは若干の変更がある可能性があります。
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■訪問予定の現地プレイヤーの皆様
姫野 泰尚 氏 （合同会社シェアライフ富山 代表社員） （P3 参照）
金谷 智 氏 （株式会社 LXDESIGN 代表取締役）
1990 年、富山県高岡市生まれ。県立高岡高校、東京学芸大学 教育学部を卒業後、アメリカ・
シリコンバレーのスタートアップ企業、東京都公立小学校学級担任、(株)リクルート AI 領域新規事
業開発室等を経て、(株)LXDESIGN を設立。
すべての子どもたちに未来が広がる学習機会の提供を目指して、大学、行政を巻き込んで、教育×
IT 領域で事業展開。好きな食べ物はお鮨。

島田 優平 氏 （ジソウラボ 林業家）
南砺市井波に生まれ、都内の大学卒業後、奈良県吉野にて林業の世界に踏み出す。富山県に U
ターンをして、県庁での公務員としてのキャリアを積んだ後、2008 年より井波にもどり家業の林業に携
わる。現在は 株式会社 島田木材代表取締役社長。近年は南砺市の推進するバイオマス構想に
呼応し、森林をキーワードに人と関係性や地域の方向性について考え、事業を通じて地域に貢献でき
るよう各種事業に参画している。2017 年には（公社）となみ青年会議所理事長を歴任。また、日
本遺産の認定をうけた地元井波地域において、井波日本遺産推進協議会ワーキンググループ座長として、日本遺産関連事
業の推進や、それを起爆剤として地域の元気を取り戻すために日々奮闘中。好きなことは人との出会いや旅行。

前川 大地 氏 （ジソウラボ 木彫師）
南砺市井波生まれ、井波彫刻師である父の影響を受け芸術大学に進学。卒業後、ベルリンに渡りア
ーティスト“花代”のアシスタントを務める。帰国後、美術館の展示施工会社である“東京スタデオ”にて
美術展の施工の仕事を経験し、2006 年より家業である木彫業の修行に着く。現在は井波彫刻協
同組合の理事も務め、井波彫刻を発展・継承していくために活動中。他にも、井波日本遺産推進協
議会ワーキンググループ・南砺市文化芸術振興計画ワーキンググループのメンバー。文化芸術の持つ
力を用い、自分たちが住む地域をより魅力溢れる場となる様、試行錯誤しながら取り組んでいる。

田辺 和寛 氏 （株式会社 EverT CEO / DJ ）
富山県射水市生まれ。上京し、DJ 活動を続けていたが、本来の自分の在り方を考えるようになり、
2011 年に生まれ故郷である富山へと拠点を戻す。地元のイベント企画会社に勤務後、2014 年に
独立。富山市中心部で「街と文化と実験」をテーマにした自由空間と「映画が観れるカフェ」を組み合
わせた「HOTORI×ほとり座」を経営中。富山県としてのポテンシャルと魅力を最大限に発揮するべく
日々奮闘中。
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■タイムライン
日程

3 月 14 日

3 月 15 日

時間

プログラム

13:00

富山駅 集合

13:40

姫野さん訪問 ＠売薬宿屋山キ

15:10

金谷さん訪問 ＠D&DEPARTMENT TOYAMA

17:10

合掌造り集落の町歩き ～

20:00

合掌造りの古民家ゲストハウス かずら

夕食＠菅沼合掌造り集落近郊

8:30

島田さん訪問 ＠閑乗寺講演～BnC Lounge

9:30

前川さん訪問 ＠BnC Lounge～前川さんの工房

10:30

井波の町歩き

12:30

昼食

13:30

田辺さん訪問 ＠ほとり座

14:30

振り返りワークショップ ＠ほとり座

16:40

富山駅 解散

＠ほとり座

■宿泊施設
かずら 合掌造りの古民家ゲストハウス
築 340 年の合掌造りの建物をフルリノベーション
したゲストハウスです。富山ならではのリノベーション
物件での宿泊体験をお楽しみください。
（宿泊は相部屋です）
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Ⅳ．応募について
応募に際しては、モデルツアー案内ページ内「応募フォーム」より必要事項をご記入のうえご応募ください。
案内ページ
http://www.csri.jp/archives/info/1008
※ご不明な点がございましたら、下記「お問い合わせ先」へご連絡ください。

■応募締切
3 月 10 日（火） 17 時まで

■選考方法
参加にあたっては 、本事業の趣旨に基づき、応募フォームご記入内容を審査の上、選考します。

■選考結果のご連絡
3 月 12 日（木）までに事務局よりご連絡します。

■お問い合わせ先
応募に関するご相談やお問合せは、下記事務局までお願いいたします。
株式会社シーズ総合政策研究所 東京ローカルプロジェクトベース
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-21-15 松濤第一ビル 1 階（株式会社益田工房内）
電話: 080-1638-0945 （谷口）
E-mail： info@csri.jp

■個人情報の取り扱いについて
ご応募いただいた情報については、本事業内の目的で利用し、適切に管理致します。それ以外の目的での使用はい
たしません。 ※個人情報プライバシーポリシー：http://www.csri.jp/company/privacy

■取材協力のお願いについて
本講座は、県の広報物等で活動状況を取材・掲載させていただく予定です。あらかじめご了承のほどお願い申しあげ
ます。
なお、写真掲載等を希望されない方はご配慮いたしますので開講前にご連絡ください。
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■キャンセルについて
やむを得ず受講をキャンセルされる場合は、事務局までメール( info@csri.jp ）またはお電話（080-1638-0945
（事務局・谷口／藤原））にて 3 月 11 日（木）までにご連絡ください。

■事業主体
富山県 総合政策局 移住・UIJ ターン促進課
■事務局
株式会社シーズ総合政策研究所 東京ローカルプロジェクトベース
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-21-15 松濤第一ビル 1 階（株式会社益田工房内）
電話: 080-1638-0945 （谷口／藤原）
E-mail： info@csri.jp
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