
昨年のプロモーション、成果は出ましたか？

自治体でプロモーション施策を行う皆さまへ

ニッポン手仕事図鑑 ( 株式会社ファストコム )

地域の魅力発掘・発信ツアー、
伝統継承インターンツアー開催のご提案



昨年のプロモーションで、観光客は増えましたか？

昨年のプロモーションで、伝統産業の後継者は見つかりましたか？

昨年のプロモーションで、移住者は増えましたか？
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今、こんなことでお困りの皆さまへ…。

私たちニッポン手仕事図鑑は、
そんな「困った！」を解決するためのツアーを提案いたします。

①②に当てはまる方→4 ページ ③④に当てはまる方→7 ページ

①どうせ自分の町には観光資源がなにもない。アピールするのはいつも同じ場所ばかり…。

②町の観光客がどんどん減っていっている。町のホームページ以外でも情報を発信したい！

③伝統産業が廃れかかっている…。県内の学生はみんな外で就職してしまう…。

④自分の町の工芸品を若い世代に継いで欲しい。後継者を見つけたい！

3



▶①、②に当てはまった、町の観光資源不足や情報発信にお困りの方へ

色々な地域に行って取材がしてみたい！
得意な写真や文章を活かしたい！

どうせうちの町には何もない…。
プロモーションしようにもネタがない…。

大学生たちが、あなたの町の広報大使に！

地域の魅力発掘・発信ツアー
日程 1泊2日～ 取材や地域活性に興味を持つ全国の大学生 (10 名程度 )参加者

大学生と一緒に地方を訪れ、その地域の魅力を発信！
参加者一人ひとりは情報発信を前提に主体的に地域に関わるため、地域資源を再発掘する契機となります。

例えばこれまでの広報パンフレットは…。 今回のツアーでは…。
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●1 人 3 本ずつ記事を執筆し、更に参加者 1 人ひとりが SNS でも発信。
ツアー参加者以外の潜在層にも情報が伝わる！
●取材先は観光地だけでなく、地域で活躍される方や商店街のお店など。
なかなか知り得なかった地域の名所・名店などの、観光資源を発掘できる！
●ネタの提供だけでなく、ツアー終了後も参加者がその町のプロモーションに貢献！発行した部数しか、情報が届かない。

古くなったものは、廃棄するしかない。

●手にとって貰わないと情報が届かない…。
●毎回ネタを探すのが大変で時間もない…。
●そもそも設置・配布するのにも労力がかかる…。



本ツアーのメリット①

参加者は各地を取材し、
個人の SNS で情報発信

1 人あたり 3 本の記事を執筆。
完成した記事は町の情報メディア
などでも活用していただけます。

本ツアーのメリット②
「町の課題と魅力を若者の生の声で聞ける、ディスカッションタイム」
参加者は大学生。ずっとその町で生まれ育った人ではなく、外部の若者のリアルな声を聞くことができます。
「町のこんな場所を写真に撮ると良かった」「ここが課題だと思った」
ただ楽しむという着眼点だけではなく、プロモーションという観点で滞在をしているので、出てくる意見は町の観光のために参考になるものばかり。
初めて訪れる若者は町のことをどう思うのか、どんな改善ができるのかという、アンケートだけではなかなか調査できない討論ができます。

「広い層への情報発信ができる！深い関係が築ける！」
参加者は、個人個人が取材先を調べて、現地に向かいます。対象は、観光地だけでなく、商店街のお店から地域で活躍するキーパーソンなど様々。
単なる観光旅行と異なるのは、情報発信が前提だということ。
そして自分が取材を通してより深く知った地域のことは、誰かにも伝えやすくなり、ツアー終了後も参加者一人ひとりの継続的な情報の拡散が期待できます。

移住者の先輩のところへ訪問したり、その土
地の人しか知らないローカルな食堂でご飯を
食べたり。今回のツアーでは、単なる観光旅
行だけでは味わえないディープな体験ができ
ます。「はじめまして」の土地にできた強い繋
がりは、友人・家族にもその情報は伝わり、
今後も継続的な関係性づくりが見込めます。

���� ���� ����…
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12:00 現地集合

12:30 自治体の皆さまとの顔合わせ
ご挨拶・これから訪問する場所の説明・決意表明など

14:00 取材先①
地域の歴史や事情に詳しいキーパーソンへの取材
⇒地域の概要を知る

15:45 取材先②
先輩移住者へのインタビュー
⇒移住のきっかけ、地域での暮らしの実際など、
実体験に基づくリアルな移住体験談を伺う

17:00 自由取材
参加者それぞれが良いと思うポイントを取材

18:00 夕食懇親会
参加者、キーパーソン、先輩移住者、地域住民、 自
治体職員など地域を知る人物との交流会

20:30 宿泊施設着

地域の魅力発掘・発信ツアー 行程イメージ

＜1日目テーマ：地域と人を知る＞

※行程はイメージです。開催地域やご希望に合わせてカスタマイズができます。

＜2日目テーマ：地域と仕事を知る＞

09:00 宿泊施設発

09:30 取材先③
地元企業で働く方へのインタビュー
⇒地域で働くこと、仕事にかける想い、
地域の産業のこれから、求人情報の紹介など

11:00 取材先④
地元企業で働く方へのインタビュー

12:30 昼食
地元住民から愛される、
地域のコミュニティースポットで昼食

13:30 取材先⑤
地域で起業した方へのインタビュー
⇒起業するまでの経緯、地域住民や自治体からの
サポート、起業したい方へ地域の事情を踏まえた
アドバイス、相談会など

15:00 ディスカッションタイム
地域課題を解決するためのアイディア会議、交流会

17:30 現地発
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◯「ローカルインターン」TURNS× ニッポン手仕事図鑑
・山形県上山市 (2017 年 8 月・1 泊 2 日 )
・長野県長野市 (2017 年 12 月・1 泊 2 日 )

◯秋田県鹿角市 (2017 年 3 月・1 泊 2 日 )
こちらから、取材記事をご覧いただけます。
https://nippon-teshigoto.jp/blog/kazuno_report01

旭川空港着
当麻町長・職員の方との顔合わせ
地元の商店を取材
移住した夫婦が開いたレストランで夕食
店主にインタビュー取材

【1 日目】 【2日目】
農業体験
地域おこし協力の方にインタビュー
地元の食材を使ったバーベキュー体験
ローカルスポットの取材
精肉店で夕食

【3日目】

【ツアー開催実績】
◯静岡県掛川市 (2018 年 6 月・日帰り )
こちらから、取材当日の様子をご覧いただけます。
https://nippon-teshigoto.jp/blog/20181018

初日の顔合わせと最終日のディスカッション時には、当麻町の町長も参加。
「大学生の意見は目から鱗だった。参考にしつつまちづくりを進めていきたい」
との言葉もいただきました。

北海道当麻町で開催！地域の魅力発掘・発信ツアー 開催事例

(2018 年 9 月 10 日～13 日・2 泊 3 日 )
参加者は、お茶の水女子大学、神戸大学などの都市部や、旭川大学といった道内の女子大学生 8 名。

ツアーの様子は新聞でも取り上げられました。
(北海道新聞)
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近隣の展望台・森の風景を撮影
町内で昼食
農園にてインタビュー取材
当麻町役場にてディスカッション
現地発

# 当麻町でふたりごと
Twitter でハッシュタグ検索をすると、ツアー当日の様子を見ることができます。



▶③、④に当てはまった、伝統工芸の継承や情報発信にお困りの方

せっかく伝統工芸を専攻しているのに、
求人が全然見当たらない…。

労働力も高齢化し跡継ぎもいない。
若い働き手が欲しい…。

学生と職人をつなぎ、伝統の後継者へ！

伝統継承インターンツアー
日程 1泊2日～ 伝統工芸を継承するため本格的に学ぶ全国の大学・専門学生 (5 名程度 )参加者

伝統工芸を専攻する学生と職人さんとのマッチングの機会をつくるツアーです。
実際の作業や、その土地での暮らしを体験してもらい、将来的な移住定住や、伝統の継承に繋げます。

例えばこれまでのホームページでは…。
●そもそも伝統工芸の求人を載せていない。
●見つけたとしてもその地方に住む勇気を持てない。
●募集をその地方でしか行っていない。

全国で伝統工芸を継承を希望する学生に
情報が伝わるとは限らない。

今回のツアーでは…。
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●職人さんの工房で実際の就業体験ができるので、
ホームページだけでは分からない、実際の空気感が伝わる！
●募集を行うのは、工芸を専攻する学生がいる全国の約 40 の大学・専門学校。
ニーズがある場所に確実に告知ができる！
●工芸の体験だけでなく、その土地の移住者や自治体職員の方々との交流会を開催。
移住後の具体的イメージを持ち、不安解消につながる！



本ツアーのメリット
「住む・働くことを体験してもらい、伝統の継承と将来的な移住定住につながる！」

伝統を継承するために、若者が1人移住してくれば、今後何十年とその町に価値を産み続けることになります。

その事例は他者の移住を後押し、他の工房への就業者の増加、そして町全体の発展と文化の継承に貢献していきます。

伝統を守るため、各所が連携してサポートができる体制を作れるよう、ツアー全体を設計いたします。

工房
就業体験を通して、

実際の雰囲気を味わう。

弊社 ( ニッポン手仕事図鑑 )
ツアーの行程設計・運営や
各所との連携を行う。

自治体
町の制度や助成金などの情報を伝え、
移住や暮らしのサポートをする。

先輩移住者
移住に至るまでや町での生活を話し

不安を解消する。
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伝統工芸を学べる大学・専門学校は、全国に約 40 校。
毎年伝統工芸を継承したいと意欲的に学んでいた卒業生が排出されている中で、後継者不足に悩む工房が多いのもまた事実。
その理由としては、学生に求人情報が届いていないこと、そして実際に工房が存在する土地に移住する勇気が持てず、断念してしまうことなどがあげられます。
今回のツアーでは、そういった問題を解決するため、「工房」「自治体」「先輩移住者」、そして弊社の 4 者が協力して参加者をサポートします。



＜1日目テーマ：働くことと地域を知る＞

12:00 現地集合

13:00 工房着
工房への挨拶
工房内の見学、仕事の流れの説明
就業体験
⇒約半日の体験を通して、実際に働くイメージを持つ

17:00 体験終了・工房発

18:00 懇親会開始
工房関係者の方、自治体の方からお話を聞く。
地域の概要や、職人という職を選んだ経緯など
⇒その地域で働くというイメージを持つ

20:00 宿泊施設着

地域の魅力発掘・発信ツアー 行程イメージ ※行程はイメージです。開催地域やご希望に合わせてカスタマイズができます。

＜2日目テーマ：働くことと暮らしを知る＞

07:30 宿泊施設発

08:00 工房着
就業体験
⇒初日の体験をもとに、より発展的な内容に取り組む

12:00 体験終了・工房発
⇒初日の体験と合わせ、1日の流れを体験する

13:00 懇親会開始
先輩移住者の方、
地域おこし協力隊の方からお話を聞く。
移住のきっかけやこの地域で暮らしての感想、 地
域に馴染むコツなど
⇒その地域で暮らしていくイメージを持つ

17:00 現地解散
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今回の長野県のツアーは、経済産業省「伝統工芸品産業支援補助金」でも採択をされました。
また、長野の伝統工芸品全 7 品目を体験できるよう、第 2 回目以降の開催を、
そして全国的な展開も予定しています。

ツアーの様子は新聞でも取り上げられました。
(信濃毎日新聞)

(日本経済新聞)

長野県南木曽町・駒ヶ根市で開催！伝統継承インターンツアー 開催事例

(2018 年 10 月 9 日～10 日・1 泊 2 日 )
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参加者は、全国から集まった応募者の中から選ばれた 6 名。
京都、金沢などで工芸を学ぶ学生が、実際に工房で作業を体験。
先輩移住者や地域おこし協力隊の方、自治体職員の方、工房の方との交流会も行い、
移住し、働くまでの実際のイメージを話しました。

【1日目】
南木曽駅集合
南木曽ろくろの工房にて約半日の就業体験
地域おこし協力隊の方、南木曽職員、工房関係者の方との交流会

【2 日目】
信州紬の工房にて約半日の就業体験
移住者の方、駒ヶ根職員の方との交流会
駒ヶ根駅にて解散



( 株式会社ファストコム )

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-14-10 アーバンネット日本橋ビル 1F

担当・小黒まで、お気軽にお電話またはメールでお問い合わせください。

TEL：03-6661-9260 ( 平日 10:00～19:00)  

FAX：03-6661-9261

Mai l：info@nippon-teshigoto. jp

自治体によって、持っている課題は様々です。

だからこそ私たちニッポン手仕事図鑑は、しっかりとそれに耳を傾け、

ひとつひとつツアーをお作りしています。

ここに記載した以外の内容・日程での開催も可能です。

まずは一度、お気軽にお問い合わせください。

mailto:info@nippon-teshigoto.jp

