
♯三浦地域の魅力大作戦
Don’t tell anyone! 
地域資源情報を集めて
広めて繋がろう大作戦！

地域の魅力ハンドブック説明会

令和3年7月20日

於：三浦市民交流センター

三浦市地域資源情報プラットフォーム推進協議会



ハンドブック
の狙い

皆さん市民一人一人に

身近な地域に隠されていたり、埋もれている魅
力に気付いてもらって、どんどん地域を見直し
てほしいのです。そのために、ハンドブックを
作りました

そして、身近な家族や友達にも教えてもらいた
いのです。

そうしたら、地域には地元のことが大好きな人
がどんどん増えます！



ハンドブック
の狙い

そして、もし良かったら

皆さんが気づいた地域の魅力を市民交流セン
ターのスタッフに教えてください。

センターのスタッフはその貴重な情報を集めて
記録し活用していきます。

そうしたら、もっともっと三浦のことが好きな
人が増えて、三浦がどんどん元気になっていく
でしょう！



はじめに

平成28年～29年度において市民
交流センター開設にあたり市民活
動の皆さんにとって、市民交流セ
ンターが良い施設になるよう、市
民から意見を聞くワークショップ
を全13回開催しました。

そこでわかったこととは？



わかったこと１

やりたいこと
（目標）の共有

今ある地域資源（ヒト・モノ）を
活かした地域を元気にする活動

市民のやりたいことは何だ？

市民に笑顔があふれること



わかったこと２

仮説１：「地域の魅力を最も伝えることができるのは
地域に暮らす市民だ」

三崎編

初声編 「三浦の海と大地に親しんでほしい」

・三崎口徒歩圏でダイナミックな海と大地を堪能できる術
を教えることができる
・食生産都市としての優位性を肌で感じることができる

「三崎の日常を良さを知ってほしい」

・拠点が存在することでできること可能性の広がり
・人、まちなみ、食が楽しめるエリア＝テーマパーク？！



わかったこと３

地域資源の活用による地域コミニティづくり事業 関東学院大学×三浦市民

仮説２：「各コミュニティの活動が活発化し相互に影響し合える
環境が必要」

・自治会
・商店街
・農家、漁家

来遊者
コミュニ
ティ

テーマ型
コミュニ
ティ

地縁型
コミュニ
ティ

地域コミュニティの交流点

・サークル
・NPO、一社
・まちづくり団体

・ファン
・趣味のリピーター
・観光客

・シビックプライド形成
・活動（協働）人口



市民交流センターの使命

市民活動支援・交流の促進

・知識の習得のための講座 年３回開催
・市民活動説明会 年２回程度開催
・市民活動団体の交流のための催し 年２回
（市民活動デイ含む）

・（仮称）みうら宣伝会議 年1回以上の開催
・地域の課題を解決するために市民･各種団体と
行政等が協働を模索するためのマッチング
イベント



地域資源情報の受発信

地域資源とは、小網代の森に代表される自然景観や地場産の生産物、各種工
芸、工業などから生産される製品類や、郷土料理などの食、土地の歴史や伝
承されている郷土芸能、それらを支える地域の人々などの人文資源等を含ん
だ地域のＰＲに貢献できる事物（モノやコト）のそれぞれを指します。これ
らの情報がワンストップで利用できるよう情報の収集及び提供を行う。

ア地域資源等に関する情報の収集及び提供
イ地域資源を活用した体験プログラムの実施支援
ウ情報受発信に関する意見・アイデアを収集する場の開催

市民交流センターの使命



コロナ禍の今だから

リアルな交流はできない！

地域資源情報＝地域の魅力情報
の交流で豊かなまちに！

市民交流センターの使命



本日の内容

• コロナ禍での新生活

• 主人公は皆さん！

• 地域の魅力って何ですか？

• 意外にも人気があること

• 地域メディアを賑やかそう！

• やってみましょう！



コロナウィルスで
何かが変わった

（本当、いろいろ変わりましたわー、信じられ
ないくらい、でも信じなくてはいけないゲンジ
ツですよね）

コロナ禍での新生活



多くの人が初めて
外出自粛を経験

（戦時中以来？外出るだけで怖かったですよ～

あの頃。

あ、でも今も変わらないんですよね！何も。）



外国にも隣の県にも
いけない期間を過ごし
た。

（今も外国には自由に行けません。）



すなわち
ステイホームした

（流行語大賞決定？ステイホームって命令形で
すよね。）



時間が余って
自分の家を片付けた。

（みんなそうなりましたよね。やったわー）



いろいろな思い出と
再会した。

（キラーン°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°思い出って貴重な
地域資源になりうるかも！これもらいます！）



近所を散歩した。

（あ、したした、しました。普段いかない道と
か歩いた）



近所の良いところを
再発見した。

（ジャジャーン！°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°これこれ地
域資源！これももらいます！）



この時期、身近な
良いところを
発見しまくっています！

（そうなんです、そうなんです。みんなしま
くっているんですよ。これ忘却の彼方に行っ
ちゃっていいんでしょうか？）



私たちは、地域の良い所
＝地域資源の情報を集め
発信する仲間を求めていました。

（SINCE2019市民交流センターで作戦練ってまし
た！）



本当の地域の良い所や
地域の美味しさ、
地域のヒストリーは
そこに暮らしてきた先輩方
が一番よく知っている。

（そうそう、先輩にはかないませんよーいろい
ろ教えてほしいんですって！）



時間も余裕が生まれてきた
今こそ、地域の良いところを
発信するためお手伝いして欲し
い！

（ぜひ、ぜひ）



地域資源の情報は
市民交流センターの
スタッフが活用して
発信していきます！

（よーするにサポート万全です！）



主人公は皆さん！

この事業の主人公は
65歳以上の
リタイヤ世代の皆さんです！



主人公は皆さん！

• 経験、知識、記憶、感性が
豊かだ

• 地域の繋がり、地域の仲間
がいる

• 時間的な余裕がある

なぜ？



地域の魅力って
何ですか？

ち‐いき‥ヰキ【地域】
土地の区域。区画された、ある範囲の土地。
（一般には地表上の広狭の広がりをもつ特定の部分を
さすことばであり、地方あるいは地区などと同義に用
いられる。）

み‐りょく【魅力】
人の心をひきつけ夢中にさせる力

辞書で確認してみました！（コトバンクから引用）

辞書から、自分たちの住む土地に有る、人の心を
ひきつけ夢中にさせる力。のこと。



地域の魅力って何ですか？

例えば、三浦市が
作った移住冊子で
は？

三浦市が令和3年3月に発効した「ＭＩＵＲＡ」
が話題に！







ズバリ！
何気ない日常にある！
昔ながらの地元の暮ら

しに隠れている！

地域の魅力って何ですか？



ハンドブックを
めくってみましょう

地域の魅力って何ですか？













意外に人気があること

• 食に関連すること

事例紹介

• 人に関連すること

• 景色・景観に関連すること

実に何気ないことが好き！





地域メディアを賑やかそう！

地域メディアとは、地域に関する
いろいろな媒体に載る情報の塊を指
します。
それを賑やかにしたい！
それはなぜ？



地域メディアを賑やかそう！

広報紙



地域メディアを賑やかそう！

紙のメディア



地域メディアを賑やかそう！

ネットメディア



地域メディアを賑やかそう！

壁新聞・パネル展示



地域メディアを賑やかそう！

地域メディアとは、地域に関するい
ろいろな媒体に載る情報の塊を指し
ます。それを賑やかにしたい！
それはなぜ？

若者をはじめとする、三浦のことが
気になっている人達が、本当のみう
らの良さを知る機会が増える！



リタイア世代の活躍の仕組みで、地域
における自主的な課題解決の取組
み？

市民活動を活性化させたい！
地域資源を活用して市内外へ発信し、
三浦ファンを増やしたい！

例えば、脱「消滅可能性都市」！！



三浦市は定住意識が低い

平成27年度三浦市民アンケート調
査では、若年層（16～39歳）の
25.4％は転出を考えている。



新型コロナウイルス感染症の影響
下における生活意識・行動の変化に
関する調査（令和2年6月 内閣府）

地方移住の関心について、東京
23区居住の20歳代において、関
心が高まったと答えた人が
35.4％だった。



・新型コロナウイルス感染症の影響
下では都心の若者は地方移住に関
心が高まっている。

・三浦市の若者は定住意識が低い。

市内外の若者を中心に三浦市の
本当の良さを知ってもらい、三
浦市を好きになってもらうこと
ができたらなら！



三浦市の本当の良さって？

ガイドブックやインターネットでは検
索できない本当の地域の魅力があ
るはず！

※多くの地方都市の移住冊子で語られています。

• 何気ない日常の楽しみ
• あの店の裏メニュー
•おばあちゃんから引き継いだ郷土の味
•この場所から見る夕陽
などなど、生活者しか知りえないモノ
コトたち



リタイア世代活躍の仕組みで、地域にお
ける自主的な課題解決の取組とは？

市民活動を活性化させたい！
地域資源を活用して市内外へ発信し
三浦ファンを増やしたい！

リタイア世代が地域メディアを活性化さ
せる！
※地域メディア：三浦市に関するあらゆる情報のまとまりを指します。



市民の定住志向（思考）が高まる。
移住者の心に刺さり、関係人口化する。

三浦市を好きになり、三浦市のために自
分たちも行動を起こす者が増える。



三浦市民にシビックプライドの
価値観が広まる！

三浦市が持続的に市民の力で
元気な街になる。

※シビックプライド：都市に対する市民の誇り



まちの自慢は変わった？！

その昔は？

•デパートがある
•映画館がある
•流行の商品が買える



まちの自慢は変わった？！

今は？

•新鮮な野菜が買える
•まちで会話がある
•とっておきの景色が
ある



※多くの地方都市の移住冊子で語られています。





やってみましょう！

皆さんが地域のことで
好きだなあと思ったこと
懐かしいなあと思いだしたこと

何でも構いません。まずは教えてく
ださい。

やり方は簡単です！







やってみましょう！

スキルアップをしよう！

• いろんな情報を自分でも作りたい！
情報編集能力の向上を目指します！

• 自分で見つけた情報を伝えてみたい！
情報伝達メディアを作ってみましょう！

• 自分の活動を地域の学校などで活用してほしい！
出前講座及び交流事業を実施してみよう！



やってみましょう！
スキルアップをしよう！

〇情報編集能力の向上

各界のプロによる講座等スキル向
上プログラムの実施（博物学、民俗
学、編集者、ライター、カメラマン、
映像作家、インスタグラマー、ユー
チューバーなど）する。

〇情報伝達メディア作成発信事業

収集された情報を参加者により発
信する実践を行うもの。壁新聞、フ
リーペーパー、SNS、プロモーション
ビデオ作成など

〇出前講座及び交流事業の実施

収集された情報を基に参加者が講
師となって開催するセミナーや小中
学校への出前講座を実施する。また、
市民交流センター等を会場に地域資
源情報に親しんでもら機会として展
示体験交流会を開催し、多世代との
交流を促進する。

三浦市民7月号で
お知らせ予定！





やってみましょう！

今日集まった皆さんで
仲間を作ってみませんか？


