
丸の内プラチナ大学逆参勤交代コース
福井市フィールドワーク

課題解決プラン発表会



地方創生プラン 名前： 大野遥 所属団体名：Le Lien H

What：何をするか
〇〇プロジェクト

福ってる？
福いいね！まちなかCookingStudio

まちなか先生発掘プロジェクト

Why：なぜするか
その理由
なぜこれが良いのか

福井に住む若者がイベントを主催し
さらにまちなかの料理人の方に「まちなか先生」となってもらい

食を通じてまちの活性化を図る

Who：私は何を担うか
社長、営業、広報 福井まちなかcookingstudio講師

Whom：誰を対象に
するか、ターゲット像 福井市に住む若者

How：
どのように実現するか

町のイベントの相談役になり
ワークショップやイベント出店のレシピ開発など運営応援団になり

アオハルプロジェクト次回クラウドファンディング達成



プロジェクトの全体像

福井らしい「食」のくらし
福井らしい「食」の楽しみ

Deepなお店のエモさと若者の相乗効果！！
みんなで福っちゃおう！

ターゲット

若者

講師相談役
大野遥

ワークショップ補佐

福井市内に店舗を構える
料理人の皆さん

まちなか先生依頼



地方創生プラン 名前：筧ひろし 所属団体名：吉野杉デザイン研究所

What：何をするか
〇〇プロジェクト

ふくいの山で大切に育てられた杉の木を使って、ふくいの街のみんなとつくります。略して

「ほやでぇ、福井の山で育った木で福井のみんなでぇもっしぇぇカニカニ
ヤタイをつくるプロジェクトやざ」

Why：なぜするか
その理由
なぜこれが良いのか

新幹線、東京からの観光客も福井の発展にはとても大切。
しかし、その前にすることがあります。

ふくいの街のみんなで、ふくいの街のおいしい、おもろい、楽しい場を共有。
→みんな、自ら福井の街を知る。
みんなのおすすめの場のアイコンとして、シンプルなデザインヤタイ。
みんなでつくるおもてなしと大切にする気持ちを育む。

Who：私は何を担うか
社長、営業、広報

ふくいの山とふくいの街をつなぎます。
シンプルで福井を表現するデザインヤタイをみんなでデザイン。

Whom：誰を対象に
するか、ターゲット像

まずは、ふくいの街のみんな。

How：
どのように実現するか

山から街へ：杉の木は日本人が古くから生活の中で利用してきた素材。
ふくいの山に行き→大切に育てられきた杉の木の山の話を伺い、木を選
び、伐採→乾燥させて、製材して材料となる過程を体感します。木の持
つパワーやそれを街に持ってきて、みんなでヤタイを組み立て、福井の街を
彩ります。一年がかりの取り組みです。ひとつひとつ増えていきます。





地方創生プラン 名前：清水 朝一 所属団体名：三井不動産㈱

What：何をするか アオハル参勤交代＠江戸プロジェクト
～北陸新幹線を使って、1か月だけ「お試し東京留学」～

Why：なぜするか
その理由
なぜこれが良いのか

①新幹線開通で観光客が増えるが、若者の県外流出が加速する懸念。
特に、福井の若者は「地元で遊ぶところがない」と思っているので不安。

②人材流出を防ぐために、中途半端な商業施設を新規建設するより、
一度都会生活を経験させて、戻って来させる方が割安

③「福井にはあるが、東京にはないもの」に気づき、発信できる人材を
育成することが次の100年の発展の礎となる

Who：私は何を担うか
社長、営業、広報

若者の受入れ役
（就業体験先探し、最先端の商業施設や住みたい街の案内等）

Whom：誰を対象に
するか、ターゲット像

将来の進路に悩む福井在住の高校生・大学生

How：
どのように実現するか

・就業体験先は、福井にゆかりのある大丸有企業などを中心に確保
・商業施設・街歩きは、大学生・社会人ボランティアなどを動員
・高校・大学の授業は、on-lineのまま継続参加
・滞在先は、県人寮、ホームステイなど



• 修学旅行ではなく、「就業体験」「生活体験」

• 東京で暮らすことで、「幸福度日本一」の理由を考えてもらう

• 進学・就職による人材流出から、「新幹線で行ったり、来たり」
という人材循環へと変えることで、よそ者・若者を取り込む

• 大丸有だけでなく色々な街づくりを知ってもらう（日本橋等）

アオハル参勤交代＠東京プロジェクトの全体像

＜日本橋の商業施設「コレド室町」＞

＜柏の葉の商業施設＞

＜就業体験イイメージ＞



地方創生プラン 名前：高志保博孝 所属団体名：スマートホテルソリューションズ

What：何をするか
〇〇プロジェクト

資産をつなぐプロジェクト

Why：なぜするか
その理由
なぜこれが良いのか

中央のスケーリングモデル

集約と効率思考が均一化へ進める
タワービル開発、SEIBUの外資ファンド取得 （ダルマイベント消滅）
合理資本主義以外の尺度が必要 そのモデルケースに

Who：私は何を担うか
社長、営業、広報

〇既存資産に低コスト運営するための

スモール 分散化 IT活用
〇既存資産内での 分散ホテル運営

Whom：誰を対象に
するか、ターゲット像

既存資産活用チーム

持続継続（つなぐ）重視 低コスト 低層 低収入

How：
どのように実現するか

限られるリソースで低コスト運営と高サービスの維持には、IT活用

IT活用をしたホテル運営



プロジェクトの全体像

レストラン
商店

バー美容室ホテル

ホテル

ネイル 雑貨
紳士服

婦人服

事務所

シェア
オフィ
ス

〇異なる店を 同じ経営者やスタッフで運営 ITが必須

〇建物の構造も、低コストでリフォーム ホテル運営



地方創生プラン 名前：高橋孝治 所属団体名：高橋孝治公認会計士事務所

What：何をするか
〇〇プロジェクト

福井 伝統工芸アイドルグループ さくらいと
にリノベーションをアピールしてもらいたい

Why：なぜするか
その理由
なぜこれが良いのか

リノベーションスクールのまちなので若者にリノベーションhを体験するきっか
けをつくりたい
ものづくりが得意なご当地アイドル（ピンクのつなぎがトレードマーク）な
ので親しみやすい

Who：私は何を担うか
社長、営業、広報

企画
さくらいと応援スタッフチーム「Circle∞（サークルエイト）」
企画Cirlcle

Whom：誰を対象に
するか、ターゲット像

福井の若者

How：
どのように実現するか

さくらいとにリノベーションを体験してもらい動画配信
リノベーションワークショップを開催（withさくらいと）



クラウドファンディング
サンドーム福井単独コンサートに福井県内

の小中学生を無料で招待したい
目標金額 2,000,000円
寄付総額 3,900,000円
寄付者 207人

挙を掲げ挑戦する大切さと希望の種を
子供たちへ！

福井伝統工芸アイドルグループ「さくらいと」 2019年7月結成

福井県の伝統工芸を応援するアイドルグループ
護國まい（ごこくまい） 1997年12月10日生まれ
彩葉わかな（いろはわかな）1997年12月18日生まれ
神楽ひより（かぐらひより） 2005年10月13日生まれ
朝日奈花子（あさひなかこ） 2001年10月31日生まれ
陽向芽衣（ひなためい） 1997年2月7日生まれ

国際SDGs推進協会 SDGsアドバイザー
越前市DX推進サポーター
足羽川ぼんぼり物語 イメージキャラクター
おもてなし宣言291 登録団体
ふくいブランド大使

2022年4月6日 初めてのCD[（ミニアルバム）をリリース
2023年3月13日～14日 FBCテレビ
北陸新幹線開業記念ドラマ『はじめてのかがやき』に出演決定

2023年5月7日 ハビリンにて初のワンマンライブ開催決定
2024年4月28日 さくらいと サンドーム福井 単独コンサート

『サクライロ革命』開催決定



地方創生プラン 名前：武田実弓 所属団体名：上智大学

What：何をするか
〇〇プロジェクト

ふくまち大学上智校を作る
ー福井の日常とウェルビーイングをまなぶゼミ？ー
（スローネイバーフッドともコラボ？）

Why：なぜするか
その理由
なぜこれが良いのか

福井の日常を学んだら、日本の課題が解決できる為。
本当の意味での多様性が生まれると思う為。

Ex.東京の学生→ 福井の人の「幸せの理由」を知れる
福井の人→東京の流行がわかり観光に生かせる？

Who：私は何を担うか
社長、営業、広報

分校長になる（サー長？）

Whom：誰を対象に
するか、ターゲット像

上智大学の学生が、福井の老若男女と関わっていく。

How：
どのように実現するか

1．神田駅のバーでイベントをする
2. 上智にサークルを作る
3．福井について研究する
4．ゼミ合宿に行く（福井ホームステイ）
5．福井の人が来たら案内
6．福井に部室を持ちたい。（いつでも来れる。）



プロジェクトの全体像



地方創生プラン 名前：藤田 文彦 所属団体名：三菱地所

What：何をするか
〇〇プロジェクト

福井駅からの「福井の魅力をつなぐ」プロジェクト
～歩いて発見できる、福井の魅力～

Why：なぜするか
その理由
なぜこれが良いのか

「福井市の魅力を外からの目線で発見してほしい」という要望から、
「観光客」の視点で、魅力を考え、福井市の賑わい貢献を考えたい。
※「語り部」井上さんの話が面白い。夏休みの家族旅行で知りたかった。
※リノベのまちづくり、アオハルは「市民の視点」から素晴らしい取り組み。

Who：私は何を担うか
社長、営業、広報

・企画、体制検討、首都圏営業

Whom：誰を対象に
するか、ターゲット像

・観光客（新幹線開通の準備）

How：
どのように実現するか

・魅力のウォーキングマップ作成 → 街を歩くことで経済効果
・ポイントで広場の整備 → 滞在時間を増やす
・休んで次の地点を考える（歩く戦略を練る）
・広がりで視点に変化を与え、あの場所まで行ってみようと行動を起こ

す
・足羽山、足羽神社、福井城址の魅力
（永平寺、一乗谷、東尋坊も観光資源だが、まずは福井駅は「玄関
口」で、福井がどういうところか知る場所）



プロジェクトの全体像

ウォーキングマップ ＜街を歩くことで経済効果期待＞

福井まちなか観光マップ（知っている人のため？） 歩いて行ける「越前そばマップ」
「そばスイーツマップ」

＜参考＞弘前のアップルパイマップ

「まずはここに行ってみて」というきっかけづくり。
歩く・レンタサイクル → 路面電車（公共交通） → タクシー・レンタカー

スポットの暦史を一目で（井上さんから勉強します）
・継体天皇の逸話（足羽山）
・柴田勝家が〇〇
・結城秀康（徳川家康次男）の城
・幕末の〇〇はここから

福丼マップは種類が多くて、何を食べればい
いか迷いました。種類は決めた方いいかも



プロジェクトの全体像

福井の魅力

継体天皇 聖徳太子の曽祖父 足羽山からの眺望

足羽神社 馬来田宮司、1500年の歴史

北の庄城址・柴田公園・柴田神社（モテ祈願）

リノベ商店街＜新栄商店街＞

福井城

県警が怖い。県庁も閉鎖的。
受け入れてくれる建物になってほしい

駐車場 → 広場



ハーブ摘み

（参考）大手町での取り組み

コロナで来訪者が減った「東京駅前」のオフィス街で、「人の賑わい創出」を目指した取り組み

BATON PARK（22/10/24～30実施）

土日は遊び場（神田の子供）

楽しいと感じる仕掛け
お祭りは楽しい？

キッチンカー（ランチ）

おやつ屋台（3時）

ワークプレイス（低い目線でのくつろぎ）



地方創生プラン 名前：松本英郎 所属団体名：（株）LSIメディエンス

What：何をするか
〇〇プロジェクト

「帰省プラス福井」
＜福井にきてみねま。行かんまいけ！行きまっし！PJ＞

Why：なぜするか
その理由
なぜこれが良いのか

北陸３県でそれぞれの良さを発見を誘導する。
互いに違いもあるが、生活環境と原体験に共通する部分が多
い。
一度福井を体感すると、一気に親近感が湧く可能性が高い。

Who：私は何を担うか
社長、営業、広報 「帰省プラス福井」のマーケティング＆PR

Whom：誰を対象に
するか、ターゲット像 首都圏の富山、石川出身者

How：
どのように実現するか

①まずは自分の家族で
②身近な関係者への勧誘
③首都圏の県人会ネットワーク



プロジェクトの全体像

内容：富山に帰省するときに、福井に立ち寄ってから富山に帰る
時間：富山駅往復＋推定120分（一周）
費用：富山駅往復＋推定1,000円（一周）

福井市 富山市 金沢市

交通 新幹線 〇’24/3開業 〇 〇

市電 〇 〇 ✖（〇バス）

地方鉄道 〇 〇 ▲

遊び 駅前 〇立ち寄り場所 ▲通過点 ▲通過点

河川敷 〇イベント ▲運動 〇

山 〇足羽山 ▲呉羽山 △卯辰山

生活 ショッピング ▲（？） 〇郊外型 〇街中

参考：首都圏から福井へ
時間：東京⇔福井 推定7時間00分（往復）
費用：東京→福井 推定31,600円（往復）

②１）家族、２）故郷の両親・家族
※県内の同じところに毎年いく習性

３）会社の同郷会、４）故郷の友人
↓

③県人会
※富山：

福井に立ち寄る価値

「帰省プラス福井」PJ

福井に行きまっし！
福井に行かんまいけ！

ネーミング：福井市商工労働部 岩崎さん、まちづくり福井 小川さん、アイデア ：ピ

ンタイ 高岡さん、三菱地所 清水さん、エコッツェリア 小西君

（新幹線開通前
は）

米原経由

福井
市

富山
市

金沢
市

首都
圏



地方創生プラン 名前： 村田 素子 所属団体名：

What：何をするか
〇〇プロジェクト

みらいインキュベーションクラブ プロジェクト

高校の壁を越えた、福井市内の高校生のためのクラブ
サードプレイスとしての機能を持つ場として、市内に拠点を置く。

Why：なぜするか
その理由
なぜこれが良いのか

若者の視野、世界を拡げる
みらいの社会の担い手を育てる

・若者のチャレンジに対し、予算、空間面で公共がサポートする
・色々な世代の多様な人との出会いの場を作る
谷君「視点が広がった」「まちなかにアクティヴィティがあれば・・・」

Who：私は何を担うか
社長、営業、広報

コーディネーター
大学ボランティアセンターで経験値をもとに、市、各団体とのコーディネー
トおよび高校生の気楽な話し相手

Whom：誰を対象に
するか、ターゲット像

公立・私立を含む市内１３の高校に通学する高校生

How：
どのように実現するか

候補地：新栄町商店街一角
担 当：福井市商工労働部商工振興課担当

参考：山形県遊佐町少年議会



みらいインキュベーションクラブ

福井工業大学付属福井高校

高志高校啓新高校

科学技術高校

羽水高校

仁愛女子高校

福井商業高校

福井農林高校

福井南高校

足羽高校

藤島高校北陸学園北陸高校

道守高校

〇 高校生のためのサードプレイス、オープンスペース

福井市

予算

ふくまち大学

まちづくり福井㈱ 福井工業大学

福井駅前五商店街連合活性化協議会

組織サポーター

高野翔氏
（ふくまち大学まちの学長）

加藤幹夫氏
（福井駅前商店街振興組合理事長）

牛久保星子氏
（クマゴローカフェーオーナー）

個人サポー
ター

田口真司氏
（エコッツェリア協会）

アオハルフェ
ス

フラッシュモ
ブ とか？

期間限定おた
くカフェ と
か？

・とりあえず単年度企画でOK

・恒常化したい企画には市に提
案



地方創生プラン 名前：渡会いくみ 所属団体名：NTT東日本

What：何をするか
〇〇プロジェクト

福いいねを語る、
ホームステイ プロジェクト

Why：なぜするか
その理由
なぜこれが良いのか

①福井市の魅力は「人」
②見て食べて帰るだけの観光から発展
③サービス業以外の住民の巻き込み

Who：私は何を担うか
社長、営業、広報

ホームステイのコーディネート
(ビッグホストマザーを生み出した経験あり笑)

Whom：誰を対象に
するか、ターゲット像

⚫ 福井市を楽しんでいる地域住民
⚫ 繋がりを求める都会の人

How：
どのように実現するか

STEP1 進め方ご相談
STEP2 ふくまち大学×プラチナ大学
STEP3 一般市民×観光客向け



プロジェクトの全体像

美味しい食べ物はある。
他にはないアクティビティを実現することで、さらに魅力向上を目指す



地方創生プラン 名前：小西 政弘 所属団体名：三菱地所エコッツェリア協会

What：何をするか
〇〇プロジェクト

「人、まちサカエる商店街体験プロジェクト」
商店街で生きる人を紹介。
街歩きや交流の中で、リノベーション作業を一部でも体験することで、この
まちは「わたしのまちだ！」と感じることのできる内容としたい。

Why：なぜするか
その理由
なぜこれが良いのか

人こそ、福井市最高の観光資源である。
【従来の観光】
観光施設や名所を紹介する⇒1回きりで終わりやすい。
【福井型新観光】
現地人のファンになる、友達になる⇒定期的に会いたくなる。
現地に自分が貢献した建物がある⇒定点観測に行きたくなる。

Who：私は何を担うか
社長、営業、広報

企画運営リーダー
首都圏集客。サカエコミュニティの運営。

Whom：誰を対象に
するか、ターゲット像

大丸有就業者28万人の1％＝約3,000人

How：
どのように実現するか

・サカエ商店街の情報収集
・首都圏で、福井活躍人材のPR⇒福井への興味を培う。



プロジェクトの全体像



地方創生プラン 名前：田口真司 所属団体名：エコッツェリア協会

What：何をするか
〇〇プロジェクト

福いいね！ブラッシュアッププロジェクト
~首都圏人材をはじめとする関係者との壁打ちの場づくり～

Why：なぜするか
その理由
なぜこれが良いのか

2024年北陸新幹線駅開業に向けて動き出している福井市。駅前再
開発をはじめ、新栄商店街活性化、リノベーション、さらには高校生、大
学生による「アオハルプロジェクト」など、ハード／ソフトの拡充があるが、さ
らなる発展に向けて、外部の声を取り入れることにより、さらに充実したコ
ンテンツになっていく。

Who：私は何を担うか
社長、営業、広報 場づくり、コミュニティの架け橋役

Whom：誰を対象に
するか、ターゲット像

実践プロデューサー

How：
どのように実現するか

・定期的なイベント
・いつでも相談SNS
・福井市、大丸有の行き来（逆参勤交代、参勤交代）



プロジェクトの全体像

駅前再開発

全国エリマネ

アオハルフェス

新幹線駅開業

上越妙高駅
（上越市）

3×3 Lab Future

コミュニティ

リノベーション

丸の内
サマーカレッジ

域外の成功・失敗事例を参考に！

アムステルダム

Maas


