
プロジェクトガイド
※2019年1月9日現在の情報です。
エントリー状況によって、募集締切より前に
募集終了する場合がございますので、
ご了承ください。
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【復興・創生インターンへの参加申込・問い合わせ】
復興・創生インターン 統括事務局
株式会社パソナ（担当：高橋・武田）までご連絡ください。

e-mail: bansou-intern@pasona.co.jp
TEL: 03-6262-6340（平日 9:00 ～ 17:30）

メール本文には必ず、
「氏名・大学名・学年・メールアドレス・電話番号」 を書いて送ってください。

エントリーの流れ

～1月中旬 ホームページからエントリー

11月初旬
～1月中旬

1次面談・個別相談
統括事務局 株式会社パソナ

東北事務局 一般社団法人ワカツク
※遠方の方はskype等オンラインでの面談となります

11月下旬～
1月下旬

現地コーディネーター面談
企業とのマッチング・面接
※skype等オンラインでの面談・面接となります

2月上旬～
3月中旬

インターン参加！

募 集 要 項

実施期間
2019年2月～3月（4週間～6週間） 週4日～、1日6時間～
※インターン実施期間は受入企業によって異なりますので、
事務局や現地コーディネーターにご相談ください。

対象
全国の大学院生、大学生、短期大学生、
及び高等専門学校4年生以上

支援・
補助

・各エリアごとに事前・中間・事後の集合研修があります。
・現地までの往復交通費（1回分）を補助します。
・宿泊場所は、現地コーディネーターが用意します（費用はかかりません）
・食事代等として1日850円を補助します。
・インターンシップ保険に加入します（費用はかかりません）



宮古ブロック 【岩手県】 募集締切1月13日（日）
コーディネート団体：ＮＰＯ法人みやっこベース・ＮＰＯ法人wiz

②

北三陸ブロック 【岩手県】 募集締切1月22日（火）
コーディネート団体：株式会社バリューシフト①

学生の心をつかめ！建設会社の魅力を
伝える広報プロジェクト

【テーマ】PR・メディア／建築・住・リノベーション
【職種】マーケティング・広報／編集・ライティング

若者目線で発信！建設業のネガティブイメージを刷
新する広報に挑戦

陸中建設株式会社

地元の魚を愛する産地へ！食の力で地域
を盛り上げろ

【テーマ】地域／農林水産・6次産業
【職種】企画・商品開発／マーケティング・広報

宮古の魚が”ここで食べられる”を創っていく

共和水産株式会社

地域にとって不可欠な建設業で
すが、一方で、危険、キツイ等
のネガティブイメージが根強くあ
ります。社内改革を進める三代
目若手経営者と共に、建設業の
イメージを刷新し学生の心を掴
む広報に挑戦してみませんか？

宮古市の基幹産業の「水産業」
を舞台に、漁師や飲食店とのネ
ットワークを構築し、地産地消で
人とまちを盛り上げるプロジェクト
です。宮古を海と若い力で盛り上
げる学生を募集します！

【求む! ”料理系”学生】目指せ! 地元老舗ホテルの看
板メニュー。創業240年の”商家”が厳選する「オリーブ
オイル×地元食材」~「本物」を伝え「信用」を重ねる～

【テーマ】PR・メディア／食・ライフスタイル
【職種】マーケティング・広報／編集・ライティング

”本物”の「オリーブオイル×地元食材」で看板メニュー
を共創する!

フェアリーチェ株式会社(西大野グループ)

創業240年の商家が厳選する「オ
リーブオイル×地元食材」で料理
メニューを共創。説明会などで伝
え方も工夫しながら…最終的に
はお取引様の老舗ホテルなどの
看板メニューを目指した提案に
挑戦する1カ月です。
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「印刷」で顧客の価値を高める！地域企業
への企画提案に挑戦

【テーマ】地域／PR・メディア
【職種】企画・商品開発／リサーチ・コンサルティング

地域企業のパートナーとして、顧客を知り、共に課題
解決へ

花坂印刷工業株式会社

老舗印刷会社がまちを盛り上
げる！宮古市内企業への聞き
取り調査～企画提案で顧客の
課題解決に挑戦します。また、
聞き取り内容を基に企業の情
報や宮古の魅力をSNSで発信
してもらいます。



釜石ブロック 【岩手県】 募集締切1月13日（日）
コーディネート団体：株式会社パソナ東北創生・ＮＰＯ法人wiz

③

ホースセラピーを通じた子供の心のケアを
地域に根付かせる

【テーマ】子ども・教育／医療・福祉・ヘルスケア
【職種】企画・商品開発／マーケティング・広報

ホースセラピーを地域にPRし、誰もが心豊かに暮ら
せる未来を創り出す

一般社団法人三陸駒舎

ホースセラピーは馬とのふれあい
を通じて心身の障害を癒やすヨー
ロッパ発祥のケア療法。地域で本
当にケアを必要としている子ども
へ、ホースセラピーを広める取り
組みが始まります。

4
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地域におもてなし文化をつくろう、ラグビーW杯
に向けた外国人向けの街案内を作成せよ

【テーマ】観光・おもてなし／海外展開・貿易・語学
【職種】マーケティング・広報／編集・ライティング

地方から世界へ。地域と共に釜石の魅力を発信する
新プロジェクト

NPO法人かまいしリンク

釜石市は2019年にラグビーW杯で
多くの外国人が訪れる一方で、
市内の施設、飲食店では英語対
応が進んでいません。そこで、施
設等の英語版紹介チラシを作成、
配布し、街全体で外国人をもてな
す基盤を作ります。

【漁業×中学生】地域密着の老舗漁具卸
の魅力を、地域の中学生にPRせよ

【テーマ】こども・教育／農林水産・6次産業
【職種】マーケティング・広報／リサーチ・コンサルティング

地域を下支えする超老舗企業で中学生向けの職場
PRにチャレンジ

アサヤ株式会社

江戸時代から続く老舗企業の
アサヤは、「三陸の海は漁業家と
共に我が社が守る」という基本理
念のもと、漁具の卸として漁業を
支え続けています。そんな老舗
漁具屋の地域の中学生向け見
学会を企画・実施をします。

「挑戦のまち」釜石を創る。
地域コーディネーター募集！

【テーマ】企画・商品開発／新規事業
【職種】地域／起業・経営支援

若手起業家と地域住民の交流を通じて、地域に挑戦
する風土を根付かせる

株式会社パソナ東北創生

釜石で新規事業に挑戦する若
者8人の活動を地域に発信す
ることで釜石を挑戦のまちへ
変えていく。挑戦するヨソモノと
地域住民をつなぎ、まちに変
化を起こすことに挑戦するコー
ディネーターを募集します。

大船渡・陸前高田・住田ブロック【岩手県】
コーディネート団体：ＮＰＯ法人wiz 募集締切1月13日（日）

④

地域ポータルサイトでまちの魅力を発信し、
ファンを獲得せよ

【テーマ】地域／PR・メディア
【職種】マーケティング・広報／編集・ライティング

地域住民と共にマチの魅力を体感できる交流サイト
を盛り上げる

アローリンクス株式会社

"イカ"プロデューサー求む！商品開発を
通じて水産の未来を拓け

【テーマ】農林水産・6次産業／食・ライフスタイル
【職種】企画・商品開発／職人・ものづくり

イカ加工品の品質改良とメニュー開発を通じて水産
食品の魅力を発信する

サンコー食品株式会社

2017年3月に大船渡市公認サイ
ト「おおふなこポータル」を開設。
サイトを通じて多くの人に大船
渡の楽しさ、良さを知ってもらう
ために、大船渡好きな女性たち
と共にマチの魅力を発掘・発信
してもらいます。

サンコー食品はミリ単位の要望に
も応える水産加工のプロ集団。イ
カが大好きな社長と共にイカ原料
の変化に応じた品質改良と加工
品活用メニューの開発・提案を行
い、三陸・水産の食と仕事の魅力
発信に取り組みます。



5

客数倍増!地域の特色満載ツアーで秘境
温泉に人を呼び込め!

【テーマ】地域／観光・おもてなし
【職種】企画・商品開発／マーケティング・広報

復興に燃える社長と共に、山奥の宿泊施設の再建
プロジェクト

霊泉玉乃湯(ロッツ株式会社)

市民の健康を守れ！フィットネスクラブ
利用者拡大プロジェクト

【テーマ】地域／医療・福祉・ヘルスケア
【職種】企画・商品開発／営業

施設利用者を拡大し、運動を通じた地域住民の健康
づくりに貢献する

ReBorn デイサービス＆フィットネス(ロッツ株式会社)

「奇跡の一本松」で知られる岩手
県陸前高田市の「霊泉玉乃湯」。
全国から宿泊客が集まる宿への
再建に向けて、自ら体感した魅力
を発信しながらここでしか体験で
きない宿泊ツアープランづくりに
挑戦してもらいます。

リハビリとフィットネスの複合サー
ビスを展開するReBorn(リボーン)
では、地域住民の介護予防や健
康増進に向けて施設利用者の拡
大に取り組みます。一緒に運動を
通じた健康な身体づくりを盛り上
げましょう!

市民に安心と健康を!地域密着薬局の
ファン獲得プロジェクト

【テーマ】地域／医療・福祉・ヘルスケア
【職種】営業／マーケティング・広報

かかりつけ薬局を地域に根付かせ、住民の安心と
健康を支える

とうごう薬局(ロッツ株式会社)

薬をもらうだけの薬局から「話
せる薬局」へ。地域の安心と
健康を支えるかかりつけ薬局
の普及に向けて、健康に関す
る広報や企画を通じて住民と
交流する場を創り、とうごう薬
局のファン獲得に取り組んで
もらいます。

イメージを形に、外部リフォームのデザイン
集を作成せよ

【テーマ】PR・メディア／建築・住・リノベーション
【職種】マーケティング・広報／デザイン

デザイン集とプロモーション動画で地域のリフォーム
ニーズを掘り起こす

株式会社金子ルーフ工業

被災地の建設業界の未来を切り
拓くべく、屋根や外壁といった外部
リフォームのプロモーション強化に
挑戦します。”見えない”リフォーム
をデザインで”見える化”し、「こん
な家いいね」を地域に発信しましょ
う！

食を通じた地域おこし、古民家レストランを
プロデュースせよ

【テーマ】地域／食・ライフスタイル
【職種】企画・商品開発／販売・接客

ディナーイベントを企画し、人口5,500人のまちの夜
をアツくする!

一般社団法人SUMICA

人口約5,500人の住田町で官民
連携のまちおこしを実践する
SUMICA。食を通じて地域を元気
にすべく、SUMICAが運営するレ
ストランで住田の食と夜を楽しむ
イベントの企画～実施に挑戦し
てもらいます!
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自然エネルギー業界の革新！ソーラー×
農業の新規事業立ち上げを目指せ！

【テーマ】農林水産・6次産業／環境・エネルギー・バイオ
【職種】企画・商品開発／新規事業

「ソーラーシェアリング」事業の立ち上げに向けた
市場調査！

株式会社パートナーズ

建設業のイメージ革新を目指す情報発信
プロジェクト

【テーマ】子ども・教育／PR・メディア
【職種】企画・商品開発／マーケティング・広報

建設業の「きつい・汚い・危険」イメージを払拭する発
信戦略を実施!

株式会社菅原工業

自然エネルギーの先進地にな
りつつある気仙沼市において、
その動きをさらに加速させる新
たな事業立ち上げを目指す社
長の右腕として、一緒にチャレ
ンジしてませんか！？

建設業の本質は「社会の基盤
を整え、人々の安心・安全を守
る」こと。ネガティブなイメージを
持たれやすい建設業界、その
本当の魅力・仕事の意義を発
信し、業界に革新を起こすイメ
ージ戦略を実行していきます。

水産と観光の融合！氷を使った新たな観
光産業の創出プロジェクト！

【テーマ】農林水産・6次産業／観光・おもてなし
【職種】企画・商品開発／新規事業

地域に新たな人の流れを呼び込む、観光アイディア
を創出する。

株式会社岡本製氷冷凍工場

これまで共存しなかった「水産
業」×「観光業」の融合を通し
て、これまでなかった交流人
口を生み出し、地域産業を活
性化する。その最前線の現場
で行う挑戦に、あなたも飛び
込んでみませんか！？

気仙沼ブロック 【宮城県】 募集締切1月13日（日）
コーディネート団体：一般社団法人まるオフィス

⑤

気仙沼発!日本一働きがいのある会社を目指
す社内コミュニケーション革新プロジェクト

【テーマ】地域／農林水産・6次産業
【職種】リサーチ・コンサルティング／編集・ライティング

三陸の漁業を支える老舗漁具屋の、人材育成と交流
を後押しする!

アサヤ株式会社

三陸の漁業の繁栄を裏方とし
て支え続けてきたアサヤ株式
会社。創業168年を迎えた今、
次の100年を見据えて、『社員
が主役になれる」会社を目指し
て、その挑戦を右腕となって支
えてくれる人を募集します!

サメの町気仙沼を取り戻すための情報媒体
を創る、ディレクター右腕募集!

【テーマ】農林水産・6次産業／文化・伝統産業
【職種】マーケティング・広報／編集・ライティング

文化・歴史を可視化し、地域に欠かせないサメ文化
を後世に伝える!

株式会社石渡商店

町の中心産業であり文化的象徴
でもあるサメの歴史を紐解き、わ
かりやすく可視化することを通し
て、気仙沼の水産業の復興に寄
与することが、このプロジェクトの
目的です。
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南三陸ブロック 【宮城県】 募集締切1月19日（土）
コーディネート団体：株式会社ESCCA・一般社団法人サスティナビリティセンター⑥

南三陸杉で人生を豊かに！木の持つ価値や世界
観を共有し将来の顧客となるようなファンを増やす。
そのためのマーケティング戦略を実行せよ！

【テーマ】地域／建築・住・リノベーション
【職種】企画・商品開発／マーケティング・広報

かけがえのない家族の家づくりのストーリーを山から
始める。ヒアリングを基に企画を考える

丸平木材株式会社

南三陸杉は調湿効果やリラックス
効果、風合いで暮らしを豊かにし
ます。しかし、共感していただける
工務店、顧客がいなければ広まっ
ていきません。その価値を広める
ためのマーケティングの戦略を立
案し実行します。

社長が描く人材革命実現の右腕となり、社員自ら
が顧客のため動く「プラスワンアクション」プロジェ
クトを企画実行せよ！

【テーマ】地域／起業・経営支援
【職種】企画・商品開発／リサーチ・コンサルティング

社員みんなが笑顔で誇りを持っていきいき働ける
会社へ！

山藤運輸株式会社

社長が掲げる新ビジョンの実現に
向け、社員が顧客のことをより想
像し、喜ばせるためには何をすれ
ば良いかということを考え実行す
る「山藤プラスワンアクション」の
プロジェクトを企画立案し実行し
てもらいます。

女川ブロック 【宮城県】 募集締切1月19日（土）
コーディネート団体：NPO法人アスヘノキボウ・一般社団法人ワカツク⑦

起業5年!石鹸工房の新しい商品開発の
仕組みをつくる!

【テーマ】PR・メディア／ものづくり
【職種】マーケティング・広報／新規事業

新商品開発の仕組みをつくる！

三陸石鹸工房KURIYA(株式会社アイローカル)

新商品をみんなでおこなうことは
できるのか？

アロマづくり、手作りを趣味にして
いる方を巻き込めたら！

私たちと「WIN＝WIN」となるこの
可能性を一緒に考えてください！

【1分ムービーを10本作成せよ！】趣味でサプライ

ズで、動画を作ったことのある方・興味のある方
にオススメのプロジェクト！

【テーマ】農林水産・6次産業／PR・メディア
【職種】デザイン／リサーチ・コンサルティング

水産加工業３Ｋイメージを払しょくする採用向けのムービー
を制作

株式会社ワイケイ水産

働きやすい職場づくりの取り組みを
わかりやすく映像化。根強く残る業
界イメージを払しょくし、主婦、高齢
者などあらゆる人たちが思わず興
味を掻き立てられるムービーの企
画・撮影・編集をお願いします



石巻①ブロック 【宮城県】 募集締切1月12日（土）
コーディネート団体：合同会社巻組

⑧

【PR/広報/デザイン】年間100人以上がリピートする浜留
学の広報隊長募集！ー漁師×大学生をマッチングー
はたらき、あじわう、１週間の漁師暮らし「イマココ」

【テーマ】PR・メディア／食・ライフスタイル
【職種】マーケティング・広報／デザイン

ターゲットは大学生。新規のイマココファン100人を
増やせ！

一般社団法人ピースボートセンターいしのまき

「震災・支援・復興」のその先
へ。毎年100人以上がリピート
再訪するプロジェクトの浜と漁
師と参加者がであうきっかけづ
くりを仕掛ける大学生向け広
報を担うインターン生募集！
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【広報/PR】変革を村から、地域、社会へ。福祉の

これからを実践するソーシャルベンチャーをプロ
デュース!

【テーマ】医療・福祉・ヘルスケア／PR・メディア
【職種】マーケティング・広報／デザイン

福祉のイメージ革新ツールを検証・プロデュース!

愛さんさんビレッジ株式会社

課題先進地域で課題に取り
組み、「福祉のこれから」を
実現する企業のPRを後押し
するプロデューサーを募集し
ます。

【広報/新規事業PR】栄養改善と生活リハビリを通
じたデイサービスの新しい価値を創り・伝えたい!

【テーマ】医療・福祉・ヘルスケア／PR・メディア
【職種】マーケティング・広報／デザイン

良くなる介護でサービス利用者の卒業を目指す!?新たな
福祉社会へ挑戦

ぱんぷきん株式会社

「遊・食・住」のサービスを総合的
に行い地域とともに高齢化社会
を支える「総合在宅介護サービ
スぱんぷきん」。今回のプロジェ
クトではデイサービス利用者の
健康促進を共に立ち上げ、拡げ
ていく学生を募集します。

【教育・人材育成プロジェクト】ー企画力・デザイン力をつ
けたい学生求む!!ー高校生が地域課題を解決しながら
学び成長するモデルを新たにつくり、事業化を目指す!

【テーマ】まちづくり／こども・教育
【職種】マーケティング・広報／新規事業

東北の「高校生」×「地域」の可能性を突き詰め、形に
したい !

一般社団法人ISHINOMAKI2.0(いしのまき学校プロジェクト)

高校生が地域で学び成長する
ための教育プロジェクト「いしの
まき学校」。その新規事業とし
て、地域や企業の課題やニー
ズに対して、高校生がアイデア
を考え実践して学ぶプログラム
「QUEST」を立ち上げます。

石巻②ブロック 【宮城県】 募集終了しました
コーディネート団体：一般社団法人フィッシャーマンジャパン

⑨
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名取・岩沼ブロック【宮城県】 募集締切1月22日（火）
コーディネート団体：一般社団法人ワカツク

⑩

本気の資料作成!「地域振興×田んぼアート」に
挑む測量会社でノウハウと熱意を可視化せよ

【テーマ】農林水産・6次産業／ものづくり
【職種】企画・商品開発／編集・ライティング

測量の仕事を知らない若者に伝えたい、
測量から始まるワクワクを

株式会社仙南測量設計

道端に三脚を立てて、カメラ
のようなものを覗き込む人を
見たことはありませんか?道路
工事などに欠かせない「測量
」の仕事。その技術を応用し
た、田んぼアートの取り組み
を魅力的に伝える資料を作成
してください。

夏のウォーターパーク&商業施設のイベン
ト企画で敏腕プロデューサーを超えろ!

【テーマ】まちづくり／農林水産・6次産業
【職種】企画・商品開発／リサーチ・コンサルティング

敏腕プロデューサーとその仲間たちと、ともに挑む春!

株式会社ワンテーブル

大学在学中にベンチャー企業
を創業した島田社長の元で、
食と命をテーマにした商業施設
「ATARATA」のイベント・ウォー
ターパークと、ATARATAを再活
性させる新企画のプロデュース
に挑戦してください!

キーワードは“ペンギン”?!日本の最先端

の幼児教育に、ひと・地域を惹きつける広
報ツール作成プロジェクト!

【テーマ】地域／子ども・教育
【職種】リサーチ・コンサルティング／編集・ライティング

子どもの未来を、地域全体で見守り、育てる。
新しい教育の形を目指す!

株式会社ペンギンエデュケーション

家族だけでなく地域全体で子ども
の教育と未来を考える社会を目指
す「ペンギンインターナショナルス
クール」。想いに共感し働いてくれ
る保育士さんを募集する求人作成
を行い、その想いを地域へ届けて
ください!

亘理・山元ブロック【宮城県】 募集締切1月17日（木）
コーディネート団体：一般社団法人ふらっとーほく

⑪

【社長の右腕募集】りんご農家の経営課題
を洗い出し、改善案をつくる!

【テーマ】農林水産・6次産業／起業・経営支援
【職種】企画・商品開発／リサーチ・コンサルティング

社長と二人三脚で経営課題に向き合う!

高野りんご園

高野農園のりんごは、地元の有
名ホテルでも使われるなど高い
評価を受けています。

しかし、社長の負担は非常に大
きいのが現状です。

だからこそ、経営課題を解決して
りんごの未来を創っていきたい!

【人生100年時代に通用する「魅力プロデューサー」
になろう!】地域で活躍する企業の魅力発見・発信

【テーマ】PR・メディア／ものづくり
【職種】マーケティング・広報／編集・ライティング

【企業の魅力を発信せよ】学生目線で魅力の見える
化に挑戦する1ヶ月

メルコジャパン株式会社

良い企業、良い仕事って何だ
ろう?企業の魅力って?そんな
疑問を、地域に根ざした企業
でじっくり考え、深める1ヶ月に
しませんか?ものづくり企業な
らではの、モノ・ヒト・想いを発
見・発信してください!
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福島・相双ブロック【福島県】 募集締切1月24日（木）
コーディネート団体：一般社団法人 Bridge for Fukushima

⑫

拠点施設リニューアル！コワーキング
スペースの新規会員を増やせ

【テーマ】地域／起業・経営支援
【職種】マーケティング・広報

目標3件！会員増加めざしてリニューアル告知イベント
を企画・実行！

株式会社小高ワーカーズベース

避難解除後の南相馬市小高区で
パイオニア的活動を続ける企業
が、この冬拠点施設をリニューア
ルオープンさせます。そのコワー
キングスペース利用会員を増や
すため、告知イベントを企画・実
行してください！

介護の現場に革命を！手順書のIT化で働
きやすさを追求する！

【テーマ】IT・情報／起業・経営支援
【職種】企画・商品開発／リサーチ・コンサルティング

介護現場で誰もが簡単に使える手順書のIT化を構
築せよ！

株式会社 ライトウェイ

今後ますます働き手が必要にな
る介護現場。誰でも簡単に使え
るシステムがあったら、業務の
効率化、経費削減、そしてスタッ
フの賃金アップにつながります。
スマホで簡単にできる手順書の
IT化を実現してください！

来春、再リニューアル!温泉施設にお客を
呼び込む宣伝を展開せよ!

【テーマ】PR・メディア／観光・おもてなし
【職種】マーケティング・広報／新規事業

「かわうちの湯」の魅力を見つける!伝える!盛り上げる!

かわうちの湯

震災後リニューアルオープンし
たものの、その事実はイマイチ
広まっていません。この状態を
打開すべく、増客を見込める利
用者層に向けた戦略的な宣伝
手法を考え、実際に告知して、
集客アップを実現してください。

10年前の課題は、10年後の今、解決済みなのか
を徹底検証!本当の課題抽出につなげよ

【テーマ】地域／まちづくり
【職種】リサーチ・コンサルティング

解決した課題、まだ残る課題、新たな課題。町の現状
に沿う仕分け作業を

NPO法人いいざかサポーターズクラブ

高校生のリーダーシップってなんだろう？ヒアリン
グを通して高校生のリーダーシップを定義せよ！

【テーマ】子ども・教育
【職種】企画・商品開発／リサーチ・コンサルティング

新しい評価指標！ヒアリングをもとにルーブリック
評価表を作成しよう！

一般社団法人 Bridge for Fukushima

発足当初から取り組んできた
課題は、今、解決されているの
だろうか。新しい課題はどれだ
けあるのだろうか。震災を機に
止まっていた、町づくりに不可
欠な検証作業を、4週間かけて
取り組んでください！

教育制度の過渡期な今。BFFで
は次世代を担うリーダー人材育
成を行っています。スタッフ・大学
生メンター、高校教員などが思い
描いている”リーダー”の共通点
を見つけ出しルーブリック評価表
にまとめてください。

データが示す地域産業の実態、根拠に
基づき理想の未来を創りだせ!

【テーマ】地域／PR・メディア
【職種】マーケティング・広報／リサーチ・コンサルティング

地域産業の実態を把握し、市民や事業者に正確な
情報をシェアしよう!

復興支援センターMIRAI

事業者や起業家に地域産業の
現状理解を促し、創業・事業拡大
を加速させたい。震災後に崩れ
た産業構造、その原因を把握し、
市民とともに解決策を導くための
“良質な場づくり”をしていただき
ます。
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再オープンの宿泊施設と浪江町を伝える
動画を作成して、世界中に配信!

【テーマ】地域／PR・メディア
【職種】企画・商品開発／マーケティング・広報

気分はユーチューバー!福島いこいの村なみえの動画
を作成して発信せよ

福島いこいの村なみえ

2018年6月、浪江町に宿泊施設
が再オープンしました。宿泊だけ
でなく、コミュニティスペースの役
割も持つ施設。そのPRと浪江町
の紹介を兼ねた動画を作成し、
ホームページに埋め込んで発信
してください。

復興過程の住民に残された課題、活きた
コミュニティ創出への挑戦!

【テーマ】地域／PR・メディア
【職種】企画・商品開発／新規事業

復興過程の住民に残された課題、活きたコミュニティ
創出への挑戦！

NPO法人相馬はらがま朝市クラブ

震災から8年を迎える今、避難
の先に行きついた穏やかな日常
は必ずしも恵まれたものではあ
りません。住民と密なコミュニケ
ーションを取り、現在の課題を研
究、解決へのプランを考え、実
践していただきます。

郡山・白河ブロック【福島県】 募集締切1月22日（火）
コーディネート団体：NPO法人コースター

⑬

福島県白河市で住民の笑顔をつくる「ものづくり型
交流施設」で、住民と交流できるコンテンツのアイ
デアを創出するプロジェクト！地域の賑わいをつく
るのはあなた！

【テーマ】地域／まちづくり
【職種】企画・商品開発／マーケティング・広報

白河に賑わいをもたらせ!人が集う交流拠点を企画せよ

大政興業株式会社

あなたの文章が幸せの連鎖をつくる！若者の夢と
高齢者の縁をつなげるための介護業界魅力発信
プロジェクト

【テーマ】地域／まちづくり
【職種】マーケティング・広報／編集・ライティング

介護の現場でケアワーカーの想いを取材し、ノウハ
ウを見える化せよ!

株式会社アルコップ

国道沿いで車の交通量が多い
けれども、車から降りることがな
い地域の賑わい創出を目指せ!
人口減に苦しむ地域に人が集う
ことで、地域に活力が生まれる
コミュニティスペースを企画!

たくさんの幸せを生み出して拡大し
続ける企業で、現場の温かい雰囲
気と洗練された想い・スキルを引き
出して、介護業界の夢をあきらめて
いく若者が現場でチャレンジできる
介護の魅力発信するプロジェクト

起業家で溢れる町を目指して！起業家で集うコミュ
ニティスペースをより活発化するための起業家イン
タビュープロジェクト

【テーマ】地域／起業・経営支援
【職種】マーケティング・広報／編集・ライティング

起業家の魅力を発信して、起業家を志す人を増やす

一般社団法人グロウイングクラウド

福島県の経済中枢地域である郡
山市で人々のチャレンジをサポ
ートするコワーキングスペースを
運営する団体で、「起業とは」をテ
ーマに起業家を取材し、その魅
力を発信して会員獲得のアイデ
アを提案せよ！

老舗スポーツ店が仕掛ける地域のスポーツ店に
しかできない地域密着型のスポーツ×ライフスタ
イルに合わせた新サービスを開発せよ!

【テーマ】地域／アート・スポーツ
【職種】マーケティング・広報／リサーチ・コンサルティング

ライフスタイルに合わせたサービスの開発で地域の
スポーツ店に革命を!

株式会社ノジリ

生涯を通して楽しめるスポーツを
テーマにそれぞれのライフステー
ジに合わせた、地元スポーツ店な
らではのサービスを開発!学校部
活や地域サークルを調査して、
WEB・ECサイト作成に向けた販売
戦略を作ります!

いわき・双葉郡ブロック【福島県】 募集終了しました
コーディネート団体：NPO法人TATAKIAGE Japan⑭


