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はじめに
私たち「あいさ」は、まちづくりの会社です。
2007 年に発生した新潟県中越沖地震の復興にたずさわった若者達が中心となり、
柏崎で産声をあげました。
はじめは、小さな草の根的な取り組みでしたが、少しずつ仲間が増え、関わる組
織や領域が広がってきました。
私たちは、縮小の時代を迎えた日本において、地域のヒトにこそ、大きな可能性
がねむっているのではないかと考えています。
先代から受け継いだ会社を発展させるために汗をかくヒト、小さな集落を守り後
世に残すために活動するヒト、誰もが働きやすい環境をつくるために挑戦するヒ
ト、一次産業に寄り添いその価値を発信するヒト、誰かのチャレンジを一生懸命
応援するヒト。
そんなカッコイイ生き方を見せてくれるヒトたちが、柏崎にはたくさんいます。
私たち「あいさ」は、柏崎を「自分らしいカッコイイ生き方」を探したり、見つ
けられる場所にしていきたいと思っています。
まちを形造っているのはヒトです。おもしろい。楽しい。ワクワクする。そう感
じさせてくれるまちのプレイヤーを増やしていくことが、私たちの仕事です。
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Vision ／目指す社会像

『挑戦の循環によって躍動する地域をつくる』
地域はいま、かつて経験したことのない縮小の時代をむかえています。はじめて
経験することだらけで、どの課題から手をつけたらいいのかすら分からない。そ
んな時代だからこそ、地域には挑戦が必要です。挑戦することは変化のはじまり
であり、楽しさの源泉です。一歩ふみだす人が増えて、挑戦が循環する地域は、きっ
と情熱に満ちていておもしろい。

Mission ／はたす使命

『事業を通じて社会に貢献するプレイヤーを増殖させる』
地域には、多くの問題と多くの資源、多くの可能性がねむっています。ある人は、
問題を解決するため、ある人は、資源を活かして価値を創造するため、様々な事
業に挑戦しています。事業とは、誰かを幸せにするためのもの。自分らしい事業
に出会えたプレイヤー自身も、輝いてみえます。だから私たちは、事業を通じて
社会に貢献するプレイヤーが増殖する仕組みや環境を創っていきます。
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あいさの事業
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まちのプレイヤー
を増やす

まちのプレイヤー
を増やすまちからの運営まちからの運営

公民連携のまちづくり拠点公民連携のまちづくり拠点

ローカルデザインローカルデザイン
挑戦を見える化する挑戦を見える化する

レクチャーレクチャー
ノウハウを発信するノウハウを発信する

請負・受託請負・受託
困りごとをサポートする困りごとをサポートする

インターン
コーディネート
インターン
コーディネート

地域の多様な担い手をつくる地域の多様な担い手をつくる

挑戦に必要な資金調達支援挑戦に必要な資金調達支援
ファンド
レイジング
ファンド
レイジング

コンサルティングコンサルティング
挑戦を計画するお手伝い挑戦を計画するお手伝い

私たちは、まちのプレイヤー
を増やすために、様々な事業
を通じて挑戦する環境をつ
くっています。
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　各種法人、団体、行政、町内会や集落
単位のまちづくりに関する計画策定や
ワークショップ等の企画運営を通して、
次なる一歩を探す伴走型のコンサルティ
ングを行っています。

コンサルティングコンサルティング
挑戦を計画するお手伝い挑戦を計画するお手伝い１

平成30年度 新潟市地域別実行計画ワークショップ支援

　人口減少社会に対応するための、公共施
設の複合化や機能移転等について住民の合
意形成を図りながら計画にする事業です。

　＜対象地域＞新潟市坂井輪地区
　＜関係機関＞新潟市、三菱総合研究所等
　＜内　　容＞全３回のワークショップ運営

平成 30 年度 富山市公共施設マネジメントPI ワークショップ支援業務

　人口減少社会に対応するための、公共施
設の複合化や機能移転等について住民の合
意形成を図りながら計画にする事業です。

　＜対象地域＞富山市大山地域、大沢野地域
　＜関係機関＞富山市、三菱総合研究所等
　＜内　　容＞全８回のワークショップ運営
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　事業を通じて社会に貢献するプレイ
ヤーの資金調達支援、それに付随する各
種計画づくり、金融機関や補助金運営団
体との仲介、交渉のサポートを行ってい
ます。

ファンドレイジングファンドレイジング
挑戦に必要な資金調達支援挑戦に必要な資金調達支援２

無料相談・仲介業務

　新規事業の立ち上げや事業拡大に伴う資
金調達に関する相談対応や、金融機関等へ
の仲介をサポートしました。

　＜相談件数＞５件
　　※元気なまちづくり事業補助金はまちからの運
　　　営のページに記載されています。

ひゃくいちねん会  ／（特非）SPIN A TALE
　柏崎市小清水集落を 100 年後も存続させ
ることを目的に活動するひゃくいちねん会
の農家民宿等に係る新規事業の資金調達を
支援しました。

　＜調達機関＞（一財）新潟ろうきん福祉財団
　＜調達金額＞154 万円
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　都市部の若者や地域に興味のある外部
人材を対象に、中山間地域の暮らしや地
域で取り組まれている事業などを体験す
る短期・中期のインターンシップをコー
ディネートしています。

インターンコーディネートインターンコーディネート
地域の多様な担い手をつくる地域の多様な担い手をつくる３

Iターン留学にいがたイナカレッジ柏崎エリア
　「ヒトに学び、ムラに学び、自分が活きる、
未来をつくる」というコンセプトのもと、
新潟の暮らしを学ぶインターンです。

　＜対象地域＞柏崎市西長鳥岩之入集落
　＜受入期間＞短期インターン
　＜受入人數＞３名
　＜主催団体＞（公社）中越防災安全推進機構

柏崎市関係人口創出事業「かしわざきカレッジ＠たんね」
　柏崎市の関係人口を増やすため、「たん
ねのあかり」などを行っている谷根地域に
通いながら学ぶ、実践型の交流事業です。

　＜対象地域＞柏崎市谷根
　＜受入期間＞2018 年 7月～11 月 全６回
　＜受入人數＞15名
　＜主催団体＞柏崎市



8

大正大学地域創生学科地域実習
　大正大学地域創生学科が夏に実施する地
域実習では、地方の産業や暮らし、地域資
源の活かし方などを現場で学びます。

　＜対象地域＞柏崎市内（まちのプレイヤーを紹介）
　＜受入期間＞2018 年 9月 17 日～30 日
　＜受入人數＞13名（1・3年生）
　＜主催団体＞大正大学

あいさへのインターン受け入れ
　あいさへのインターンでは、まちのプレ
イヤーの事業や原体験などにふれるツアー
を通じて自分らしい生き方を考えます。

　＜対象地域＞柏崎市内（まちのプレイヤーを紹介）
　＜受入期間＞依頼にあわせて対応
　＜受入人數＞2名
　＜主催団体＞柏崎まちづくりネットあいさ

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1 1

1 1

10 10 10
1 1

インターンプログラム参加者数
　2018 >>>   32 名
～2017 >>> 104 名

計 136 名
※うち 5名が柏崎市に移住

［2012～2017］

［2018］
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　「まちから」は、柏崎市とあいさが運営
するまちづくりの拠点施設です。まちの
プレイヤーを増やすために、公民が力を
あわせて、市民の新しいチャレンジを応
援しています。

まちからの運営まちからの運営
公民連携のまちづくり拠点公民連携のまちづくり拠点４

まちのプレイヤーのステップアップを応援する
　生き方・働き方を探求する「Like Work 
School」の運営や、まちづくり講演会の開
催を通じて、まちのプレイヤーのステップ
アップの機会をつくりました。

　＜参加者数＞LikeWorkSchool（全 4回）：12名
　　　　　　　まちづくり講演会：65名

まちのプレイヤーのコラボを推進する
　まちのプレイヤー同士のつながりをつく
り、コラボを誘発することを目指し「柏崎
NIGHT」や「３５ちゃんぷる」などの交流
の機会をつくりました。
　＜参加者数＞柏崎NIGHT：150 名
　　　　　　　３５ちゃんぷる（全 5回）：121 名
　＜コラボ数＞5件
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2018 年度 まちからには 762件 の相談が寄せられました。

まちのプレイヤーを応援する補助金の運営
　まちのプレイヤーの新たな一歩を応援す
る元気なまちづくり事業補助金では、資金
調達だけでなくコーディネーターによる伴
走型のサポートもあわせて行っています。

　＜対象団体＞柏崎市内に拠点をかまえる団体等
　＜交付団体＞種まき部門（10万）：2団体
　　　　　　　チャレンジ部門（35万）：4団体

子ども達への地域学習
　地域の次代を担う子ども達に、中越沖地
震の経験を伝え、いざというときの備えに
ついて学ぶ防災教育やまちづくり学習等の
プログラムを提供しました。

　＜対象地域＞柏崎市及び周辺地域
　＜参加者数＞1,867 名

まちのプレイヤーが “稼ぐ” を練習する「チャレンジデー」
　柏崎でなにかをはじめたい、このまちに
貢献したいという思いを持続的な活動に昇
華させていくための“稼ぐ”を練習するチャ
レンジデーを開催しました。

　＜開催回数＞3回
　＜出店者数＞71名

ありがとうございました。
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　地域で事業を行うプレイヤーの情報発
信を支援・強化し、取り組みを見える化
するため、web サイト構築、チラシ・パ
ンフレット・冊子等のデザイン、商品の
プロダクトデザイン等を行っています。

ローカルデザインローカルデザイン
挑戦を見える化する挑戦を見える化する５
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　まちづくりや震災復興、商店街の活性
化、地域防災などをテーマに、各種法人、
団体、行政、町内会等に対して講演や研
修を行っています。また、子ども達への
起業家教育のプログラムもスタート。

レクチャーレクチャー
ノウハウを発信するノウハウを発信する６

講師の派遣や研修会のコーディネート

2018.05.30　新潟産業大学

2018.06.12　ろうきん柏崎支店推進委員会

2018.07.09　糸魚川復興支援関係者研修会

2018.11.10　子ども交流会２０１８

2018.12.16　福井県坂井市 講演会

子ども達の起業家精神を育むプログラム
　柏崎の次代を担う子ども達に、目の前の
課題に主体的に立ち向かう起業家精神を学
ぶ授業を、まちのプレイヤーと一緒に提供
しています。
　＜実施学校＞柏崎翔洋中等教育学校
　＜実施期間＞2018 年 6月～12 月 全 12 回
　＜参加人數＞66名



13

　まちづくりに関する調査、研究、企画
提案、イベントの企画運営支援等、様々
な事業を総合的にサポートしています。
業務内容等に関しては、お気軽にお問い
合わせください。

請負・受託請負・受託
困りごとをサポートする困りごとをサポートする７

平成30年度 越後七街道事業総括業務

　越後七街道事業について、開始から１０ 
年を期に、当初の目的がどの程度達成され
たのか、地域にどのような変化が起きたの
か等を調査しました。

　＜実施主体＞柏崎市
　＜内　　容＞ヒアリング・ワークショップ等

　海の潮風を感じながら楽しめる風の陣
は、ダンスバトルやビーチ・ソフトバレー
ボール大会、フリーマーケット＆バザール
等が開催される柏崎の一大イベントです。

　＜来場者数＞60,000 人
　＜開催期間＞2018 年 5月 26 日 27 日

かしわざき風の陣 2018 事務局の運営
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これまでとこれから

『柏崎を面白くするまちのプレイヤーを、もっと』
私たちは、あの地震をきっかけに歩みをはじめました。はじめの一歩からあっと
いう間に過ぎた１０年。あのころからまちはどのように変わったでしょうか。人
口は毎年 1,000 人単位で減少しています。消滅可能性都市に関するレポートが発
表され、その中に柏崎市も含まれています。一方で、柏崎を好きだと言って移り
住むヒト、このまちで社会をより良くしようと挑戦するヒト、自分の思い描く理
想の生き方を探求するヒト。それぞれのパッションで、挑戦するまちのプレイヤー
は少しずつ、でも確実に増えているように感じます。私たちは「まちのプレイヤー
をもっと増やせるのではないか」と日々考えています。その希望を絶やさず、自
分たち自身が挑戦し続ける存在でありたい。そして、このまちで挑戦するヒトの、
一番の応援団でありたい。そう思います。

柏崎市と共に、この１０年を振り返り、これからの方向性をまとめた「柏崎公民
連携のまちづくり事業 中期計画」を作成しました。そこには、今後３年間でまち
のプレイヤーを 100 人増やす、という目標を掲げています。最後までお読みいた
だいたみなさんには、この計画を一緒に実現していく仲間に、是非なっていただ
きたいと思います。一緒に楽しんでくれるヒトは大歓迎です。

今後も、私たち「あいさ」をよろしくお願いいたします。

おわりにおわりに




