
今後のシェアサイクル事業の
発展に向けて

【ポイント】
・シェアサイクル事業をシティプロモーション
で活用していく場合には自転車文化が東御市
に根付いていてその魅力を感じとってもらう
のも一案。

・自転車でのアクティビティを楽しむ市民と
そのコミュニティ形成が備わっており、
市民と市外の方が直接コミュケーションが
取れる仕組みを作り、行政によらない
関係人口の自然増を狙う。

・まずは市民が自転車のアクティビティを
楽しめるきっかけづくりと、個人でもグルー
プでも楽しめるコンセプトやネーミングが
必要
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■特長
市役所や観光協会や工業会、JAなどが主体で
市内と市外の単位で交流事業を展開。
友好都市での直売イベントの開催、訪問交流が
主だった。
例：大田フェスタ、ふれあい友好都市フェア

池上長寿園での直売
■背景
気軽に使えるコミュニケーションツール
がなく、市民と市外の方（以後、市外者）の
信頼関係の深掘りすることがなかなか難しかった。

■長所
市民や市外者の負担とリスクが少なく、
安心して参加できる催しで人気がある。

■短所
コミュニケーションが取りづらくイベント以後の
人間関係やプロジェクトの発展に繋がりにくい。
公共団体の担当者やスタッフの負担が大きい。



これからの関係人口づくり
■特長
関心分野を共有している市民と市内企業、
市外者の重なり合わさる部分を拡大していき
その他の市民・企業や市外者も参加・巻き込んで
いく。
例：信州ワインバレー構想による市外からの新規

就農者と市内でのワイン文化の定着

■背景
気軽に使えるコミュニケーシが普及、発信力・求
心力がある実力者の存在。

長所
市民主体であり機動性に富み連鎖反応が起きやすい。
土地の文化となっており、市外者からは魅力のひと
つとして伝わる。
短所
定着まで時間がかかる、発信力・行動力ある市民と
行政・公共団体との連携が必要。

当該分野に関心
ある市民・企業

等

当該分野に関心
ある市外者

これからの関係人口づくりのイメージ

行政機関・公共団体

市外市内
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シェアサイクルの定着化
■ポイント
・シェアサイクルが普及するためには、市内での
自転車文化・アクティビティが豊富にあること。

・自転車を使った来訪者が楽しく・快適で魅力にも
思えるほどの文化的な強さが求められる。

・コアな市民が中心となって
自転車での市民サークルを作りつつ、市内での
イベント開催などを行い、自転車でのアクティビ
ティ・シェアサイクルの発信と普及を進めていく。

・市外からも参加できるイベントを開催し、WEB上
での継続的・相互的なコミュニケーションを作る。

・自転車はより自由に、より広範囲へアプローチす
る欲求があり、市町村・県境を越えた広域的な連
携や公共交通機関の連携でスケールが大きい魅力
あるフィールドを提供できる。



誰でもが理解しやすく・参加したくなる
コンセプトとネーミング

シェアサイクル事業の普及に向けて市内での自転車
アクティビティ作り
・コンセプト案
自転車での「遠駆け」イベントの実施
・古来の滋野氏は馬の生産・管理を行なっていた。
・各地の侍・武士は領地内の様子や地形把握をす
るために遠駆けを行い、その後の政策・戦略に
役立てた。

→馬を自転車に替えて、市民で「遠駆け」をする
イベントを実施、自転車で市内を駆け、サイクリ
ングでの東御市や信州、隣県の新しい側面を発見
する魅力を伝える。

→・自転車でのアクティビティの活発化
・サイクリングサークルの創設
・市内の自転車でのアクティビティのサポート
サービスの充実

・走りやすく、東御市の魅力が伝わりやすくなる。



イベントとコミュニティ作りで
関係人口を作っていく

市外からの参加者が参加しやすいイベントづくり

・提案
①現在開催されているグランフォンド、湯の丸
ヒルクライムへの関係強化、市民の運営やサ
ポート参加、選手としての参加を通して、
自転車でのアクティビティへの体験と理解を
深めていく。

②スポーツイベントだけではなく、
これまでのe-バイク、シェアサイクル試乗
ルートを活用した見どころめぐりのイベント
開催

→市民自身が楽しいと感じて自然と自転車を
でのアクティビティを楽しみつつ市外の参加者
と接点を持ち関係人口を作っていくような
イベント実施とコミュニティの形成につなげる。
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付録 シェアサイクルの将来への提言
■地域連携でのスケールメリットへの追及
・「自転車の特徴はどこへでも気が赴くままに
駆け巡る」ことが特徴
１自治体の取り組みでなく県内・県外の市町村と
の相互のシェアサイクルの乗り入れや、越境した
イベントの開催をし、広いフィールドを提供する
ことで魅力を強化していく。
その中で近隣・関係する自治体と相互の関係人口
を増やしていき、「何かのきっかけが起きる」
確率を増やす。

・複数自治体でまたがるイベント・ルート案
・八重原用水の水源まで辿る
・布岩から善光寺まで
・自転車で100体観音めぐり
・浅間山麓を一周
・信濃川河口まで下る
・千曲川源流まで登る
・太平洋まで出る
・上越の海岸まで行く etc

※エスケープルートの役割での鉄道（しなの鉄道・小海線など）との連携も望ましい。



市民まちづくり会議 

シティプロモーション担当委員各位 

情報共有 

 

2022 年８月 23 日（火） 

市民まちづくり会議委員 

大谷 真宙 

 

下記の通り情報共有いたします。 

【ウェアラブルデバイスのベンチャー企業がモニター探している】 

株式会社 sci-bone(サイボン)が開発を進めているウェアラブルデバイス開発に向けた 

動作測定のモニターを募集している。東御市でのモニターに強い関心を持っている。 

→株式会社 sci-bone 社と身体教育医学研究所で連携した計測事業を開始予定。 

 また「おためしナガノ 2022」で sci-bone 社の取り組みが採択され、代表の宮澤氏も期限

付きながら市内に居宅を構え、拠点をえべやに置くことになる。 

 

【高島屋のふるさと納税事業の情報】 

高島屋の法人営業担当者と話す機会があり、ふるさと納税事業を紹介される。 

都道府県・市町村単位での登録があるが、長野県では市町村での登録がなく 

長野県としてのみ。（市内からはアトリエドフロマージュのチーズのみ s 登録） 

高島屋ブランド、先方顧客との市内生産品の親和性が高く 

県内市町村との競争がないのは魅力的と考える一方で年間の売上げ、納品できるアイテム

数量など確認するべきことは多い。 

 
（↑高島屋ふるさと納税自治体選択ページ） 

 

【羽田空港羽田スカイブリューイングでのオラホビール提供開始】 

今月より大田区羽田空港の施設、羽田イノベーションシティ（通称 H I C I T Y） 

内の羽田スカイブリューイングでオラホビールのゴールデンエール取扱いが開始。 

20 日に記念イベント「とうみ飲み」を開催し区役所職員を含む 6 名が参加。 

会の様子はケーブルテレビ J CO M が撮影、大田区内に 9 月番組で放映予定。 

（信濃毎日新聞にも掲載を依頼中） 

   



【大田区ボーイスカウトの１隊からキャンプ場下見の案件をいただく】 

スカイブリューイングでのイベントの参加者に大田区内のボーイスカウトの１隊の 

リーダーがおり、東御市でのキャンプを企画したいとのこと。 

20 名規模でキャンプができかつ近くに同数が宿泊できる（おそらく暴風雨時の避難先） 

宿泊施設を望んでいるとのこと。 

登山・ハイキングもできる湯の丸キャンプ場と湯の丸観光ホテルを紹介予定。 

 

■その他 

【静岡県が長野県を含む地域経済圏を構想】 

静岡県が中部縦貫自動車道を軸とした地域経済圏「山の洲
やまのくに

」を構想。 

（中部縦貫自動車道の延長として上雨信越自動車道、長野自動車道も含まれる） 

静岡、山梨、長野、新潟各県が含まれ、各県産品の相互購入や観光交流が唱えられてい

る。今後の静岡県の動向にも注意。 

 

（↑静岡県経済ビジョン 2022~2025 資料の７ページに「山の洲」が掲載） 

 

【銀座 N A G A N O 様】 

くるみのペーストについては、製品開発のノウハウが大谷個人になくストップ。 

【宇宙食】 

→進捗なし。理由はくるみペーストと同じ。 

 

 



 
 

 

みまき大橋 

布引観音 

御牧乃湯 

氷風穴 
あぐりの湯 

愛宕山公園 
（現在閉鎖中） 

コッペリー 

みまき大池 

わざわざ 

農大 

御牧ケ原周遊コース 

柳田利商店 一本くるみ 

御牧原てらす 

草如庵 

鹿曲 
7.11 

ターブルヒュッテ 

牧の広場 

ジオヒルズ 
ワイナリー 

布引橋 

だんご石 

















2022年 8月 19日（金） 

文責：花岡裕子 

 

ひだまりの家プロジェクト第一弾企画概要 

 

『公民館でやりたいこと』 

 WHY： 

 全国的にみても不登校や引きこもりが多い長野県、その中でもワーストにちかい不登校者数を

誇る東御市である事実から、不登校者数を減らすためにも、不登校者に対しての居場所づくり

をゴール①として、アクションを起こす 

 

 GOAL： 

 居場所づくりの第一段階として、テスト企画を実行すること。居場所づくりのヒントを得ること 

 

 WHEN： 

 11月の休日 

 祝日：3日（木）、23日（水） 

 土曜日：5日、12日、19日、26日 

 日曜日：6日、13日、20日、27日 

 

 WHEN2： 

 10時～12時？13時～15時？ 

 

 WHERE: 

 中央公民会以外の東御市内公民館 

 条件①駐車場があり、台数を止められる 

 条件②二階建て（上が親用、下が子供用など分けるため） 

 日時を決めてから打診してほしいとのこと 

 

 WHO： 

 ひだまりの家プロジェクトメンバーが実行メンバーとして、東御市企画振興課は？ 

 

 WHOM（ターゲット）： 

 不登校（今回はひきこもり年齢より前）者とその親、近親者に不登校がいる方、知り合いに

不登校がいる方。全く関係がないが興味がある方は？ 



 参加者にとってのベネフィットは？ 

 親：気になっていたことの情報収集ができること？ 

 子：ここにくると楽しいと思えること？ 

 

 WHAT： 

 親：竹内延彦さんの講演＆対話交流会 

 第一部：講演会「タイトル」 

 日時やテーマを決めてから打診してほしいとのこと 

 第二部：対話交流会（講演会参加者のうち希望者を対象） 

 子：遊ぶ（スライム、オセロ、将棋、折り紙、お絵かき、塗り絵、ストラックアウト、コミケロボ） 

 

 HOW： 

 集客 

 イベントをどう宣伝するか？ 

 当日に向けての準備 

 タスク＆当日までのスケジュール管理 

 竹内先生の予約と事前打ち合わせ 

 公民館のブロックと事前下見 

 当日のタイムスケジュール決め 

 備品の準備 

 当日の人員配置 

 アンケート取得 

 振り返り方法 

 

 HOW MUCH： 

 竹内さん：無料 

 公民会：無料？ 

 プロモーション代：紙代？ 

 おもちゃ代：論点 

 

 

 

 

 

 

 



 その他意見：次回以降検討の余地 

 ハローアニマルの訪問 

 企画書を見ないとなんとも言えない。ふれあいは少人数、室内、短時間など出張条件が

ある 

 コミケロボを活用して集客 

 プログラミング（ゲーム） 

 連れてきた大人にいいこと（ほぐしとかアロマ） 

 

竹内さん講演会情報 

子どもの多様性に寄り添う大人のあり方を考える講演会＆対話交流会 in 岐阜 - パスマー

ケット (yahoo.co.jp) 

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02kuj1qrb6r11.html 

 

101 カレッジ：長崎県＆世界の不登校情報 

世界の不登校について。 | 101 カレッジ -農漁業やプログラミングをゼロから学ぶ６ヶ月

伴走型の職業体験 (101college.org) 

https://101college.org/knowing-futoko-worldwide/ 

 

欧米が日本より「不登校」が少ない理由 

日本よりも欧米のほうが不登校、ひきこもりが少ない理由 4 つ - 通信制高校の書 (tusin-

high.com) 

https://tusin-high.com/western-countries-no-school-refusal 

 

不登校特例校が岐阜に新規開校「学校らしくない学校」 を目指して 

不登校特例校が岐阜に新規開校「学校らしくない学校」 を目指して｜みんなの教育技術 

(sho.jp) 

https://kyoiku.sho.jp/73823/ 
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