
（ｃ）matsumoto seikeijuku

世界に冠たる

明科活性化プロジェクト

松本政経塾　元気出せ！地域都市

松本政経塾

～明科カンパニー～



（ｃ）matsumoto seikeijuku

塾紹介

長野県松本市１９６８年生まれ。松本深志高等学校、早稲田大学教育学部理学科数学専修卒業。国内最大手の経営コンサルティング会社（日本ＬＣＡ）に勤務後、母親の病気のため、生まれ故郷の松本に帰省。その後、松本青年会議所に入会し、２００９年に卒業。その間、地域活性化のための活動に邁進。２００８年松本政経塾を立ち上げ、「地域からの日本を変える」の概念のもと、地域を変える人材輩出に努める。株式会社成進社印刷　代表取締役。

毎月２回ほど勉強会を行っています
塾長紹介



（ｃ）matsumoto seikeijuku

本日の

プログラム

【序章】１人の青年が立ち上がった

１．明科の置かれている状況

　（１）人口減少（人口流出）と高齢化（過疎化）

　（２）衰退する産業・シャッター通りとなる駅前

　（３）明科の歴史／明科の宝

２．地域をよくする民間ノウハウ

　（１）弱者が取る戦略＝ランチェスターの戦略

　（２）ワークショップ

３．世界に冠たる明科プロジェクト紹介

　（１）スローライフ明科～自転車の町～

　（２）作家の町　明科

　（３）釣り天国　～明科フィッシャーマンランド～

４．学生による起業　「明科カンパニー」誕生



【【【【序章序章序章序章】】】】１１１１人人人人のののの青年青年青年青年がががが立立立立ちちちち上上上上がったがったがったがった

（ｃ）matsumoto seikeijuku

旧明科町は、平成の大合併により、安曇野市に併合されました。安曇野市でも、人口は最も少なく、また高速のＩＣからも遠く、工場誘致などにも適さない町です。鉄道の駅もあり、以前は駅前商店街なども流行りましたが、モータリゼーションの影響で、駅前の活気も少なくなりました。若者が、周辺の都市（松本など）へ移住したり、大都市に移ったりで、人口流出（人口減少）　そして高齢者が残る（過疎化）する・・・そんな都市となっています。明科から松本大学に通う　１人の男の子が松本政経塾の次の勉強会の企画会議で
「明科を何とかしたい！」

そんな訴えがありました。国際問題（中国の勉強会）や　ＴＰＰや貿易赤字の問題などもっと俯瞰的な勉強会をやろうと思っていたのですが、
彼の情熱から、メンバー火がついて

「世界に冠たる明科活性化プロジェクト」がスタートしました。

西村菓子店御曹司

西村君が故郷明科を思い憂う
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明科の置かれている状況
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　（（（（１１１１））））人口減少人口減少人口減少人口減少（（（（人口流出人口流出人口流出人口流出））））とととと高齢化高齢化高齢化高齢化（（（（過疎化過疎化過疎化過疎化））））

明科明科明科明科のののの置置置置かれているかれているかれているかれている状況状況状況状況　

（出典）総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）:出生中位・死亡中位推計」（各年
10月1日現在人口）、厚生労働省「人口動態統計」

  日本全体が少子高齢化の道をまっしぐらに進んでいる！！

・日本の人口推移

  生産年齢人口と

 高齢化率が気に

 なります。
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　（（（（１１１１））））人口減少人口減少人口減少人口減少（（（（人口流出人口流出人口流出人口流出））））とととと高齢化高齢化高齢化高齢化（（（（過疎化過疎化過疎化過疎化））））

明科明科明科明科のののの置置置置かれているかれているかれているかれている状況状況状況状況　　　　

・明科の状況

昭和昭和昭和昭和３５３５３５３５年年年年 平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年 人口増加率人口増加率人口増加率人口増加率

明科明科明科明科 11,012人人人人（（（（2,326世帯世帯世帯世帯）））） 9,397人人人人（（（（3,163世帯世帯世帯世帯）））） ００００．．．．８５８５８５８５倍倍倍倍

（出典）◯◯◯◯
核家族化などで世帯数は増えるも

人口そのものは減少

やはり人口減少の現実が・・・



明科明科明科明科のののの置置置置かれているかれているかれているかれている状況状況状況状況　　　　

（ｃ）matsumoto seikeijuku

　（（（（１１１１））））人口減少人口減少人口減少人口減少（（（（人口流出人口流出人口流出人口流出））））とととと高齢化高齢化高齢化高齢化（（（（過疎化過疎化過疎化過疎化））））

昭和昭和昭和昭和３５３５３５３５年年年年 平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年 人口増加率人口増加率人口増加率人口増加率

三郷三郷三郷三郷 10,478人人人人（（（（2,133世帯世帯世帯世帯）））） 18,413人人人人（（（（6,367世帯世帯世帯世帯）））） １１１１．．．．７５７５７５７５倍倍倍倍

穂高穂高穂高穂高 19,681人人人人（（（（4,284世帯世帯世帯世帯）））） 32,566人人人人（（（（11,691世帯世帯世帯世帯）））） １１１１．．．．６５６５６５６５倍倍倍倍

豊科豊科豊科豊科 18,629人人人人（（（（4,009世帯世帯世帯世帯）））） 27,581人人人人（（（（10,497世帯世帯世帯世帯）））） １１１１．．．．４８４８４８４８倍倍倍倍

堀金堀金堀金堀金 6,733人人人人（（（（1,418世帯世帯世帯世帯）））） 9,237人人人人（（（（3,003世帯世帯世帯世帯）））） １１１１．．．．３７３７３７３７倍倍倍倍

明科明科明科明科 11,012人人人人（（（（2,326世帯世帯世帯世帯）））） 9,397人人人人（（（（3,163世帯世帯世帯世帯））））

（出典）◯◯◯◯・安曇野市の状況

他の地域の人口が増えているにも関わらず、明科だけが減少している。

００００．．．．８４８４８４８４倍倍倍倍



明科明科明科明科のののの置置置置かれているかれているかれているかれている状況状況状況状況　　　　

（ｃ）matsumoto seikeijuku

若い働く世代の流出が問題です

　（（（（１１１１））））人口減少人口減少人口減少人口減少（（（（人口流出人口流出人口流出人口流出））））とととと高齢化高齢化高齢化高齢化（（（（過疎化過疎化過疎化過疎化））））

・明科の人口ピラミッドの推移（中川手県町）

                 ますます高齢者の多

        　　　い町になります。

若い働く世代の流出が問題です。

（出典）人口ピラミッドPLUS

是非！明科の他の地域もお

調べになってください。
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　（（（（２２２２））））安曇野市安曇野市安曇野市安曇野市のののの産業産業産業産業

明科の置かれている状況　

就業別人口割合は第一次産業、第二次産業、第三次産業がそれぞれ、

9.2%、29.4%、61.4%となっている(2010年国勢調査)。

安曇野という地域から農業中心のイメージがあるが、工業出荷額は約

7,590億円で県内1位(2010年現在)、農業出荷額は約113億円で県内3位

(2006年現在)、商業年間商品販売額は約1,690億円で県内8位(2006年

度)であり、農工商業のバランスが取れている。

    安曇野安曇野安曇野安曇野でででで働働働働いているいているいているいている人人人人のののの約約約約30%30%30%30%がががが二二二二    

    次産業次産業次産業次産業にににに従事従事従事従事しているしているしているしている！！！！！！！！

     工業出荷額工業出荷額工業出荷額工業出荷額ががががナナナナ・・・・ナントナントナントナント長野県長野県長野県長野県

        No.1No.1No.1No.1！！！！！！！！

安曇野市=工業の町というのはイメージにありませんでした。
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明科明科明科明科のののの置置置置かれているかれているかれているかれている状況状況状況状況　　　　

　（（（（２２２２））））安曇野市安曇野市安曇野市安曇野市のののの産業産業産業産業

アズミアズミアズミアズミ村田製作所村田製作所村田製作所村田製作所

王子王子王子王子チヨダコンテナーチヨダコンテナーチヨダコンテナーチヨダコンテナー

オタリオタリオタリオタリ

キッセイキッセイキッセイキッセイ薬品工業薬品工業薬品工業薬品工業

ゴールドパックゴールドパックゴールドパックゴールドパック

サーキットデザインサーキットデザインサーキットデザインサーキットデザイン

サンコーサンコーサンコーサンコー

GACGACGACGAC

GEGEGEGE富士電機富士電機富士電機富士電機メーターメーターメーターメーター

セイコーエプソングループセイコーエプソングループセイコーエプソングループセイコーエプソングループ

セイコーエプソンセイコーエプソンセイコーエプソンセイコーエプソン

エプソンダイレクトエプソンダイレクトエプソンダイレクトエプソンダイレクト

エプソンイメージングデバイスエプソンイメージングデバイスエプソンイメージングデバイスエプソンイメージングデバイス

エプソンロジスティクスエプソンロジスティクスエプソンロジスティクスエプソンロジスティクス

VAIOVAIOVAIOVAIO

ニチコンニチコンニチコンニチコン

日本日本日本日本エフディエフディエフディエフディ

日本日本日本日本フェンオールフェンオールフェンオールフェンオール

日本電熱日本電熱日本電熱日本電熱

ハマキョウレックスハマキョウレックスハマキョウレックスハマキョウレックス

ハーモニックハーモニックハーモニックハーモニック・・・・ドライブドライブドライブドライブ・・・・システムズシステムズシステムズシステムズ

本多通信工業本多通信工業本多通信工業本多通信工業

マルマルマルマル井井井井

・市内に拠点を置く主な製造業

                          （Wikipedia調べ）

明科を拠点にする企業は何社？
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明科明科明科明科のののの置置置置かれているかれているかれているかれている状況状況状況状況　　　　

　（（（（３３３３））））安曇野市安曇野市安曇野市安曇野市のののの観光観光観光観光

大王わさび農場やあずみの公園などありますが、観光客が

リサーチする感覚でインターネットを見てみました。

        皆様おなじみのGoogleにて

　　　　「「「「長野県観光長野県観光長野県観光長野県観光ンキングンキングンキングンキング」」」」でででで検索検索検索検索。。。。

　　　　上から順番に３つくらいのサイトを調査して

　　　　みます。

　　　　・・・・フォートラベルフォートラベルフォートラベルフォートラベル

     　　　　旅行者の口コミによるランキング。

　　　　・・・・るるぶるるぶるるぶるるぶ

     　　　　旅行雑誌の定番。JTBグループの雑誌。

　　　　・・・・じゃらんじゃらんじゃらんじゃらん

     　　　　リクルート運営の旅行サイト。



13

　（（（（３３３３））））安曇野市安曇野市安曇野市安曇野市のののの観光観光観光観光

明科明科明科明科のののの置置置置かれているかれているかれているかれている状況状況状況状況　　　　

     　フォーサイト           　るるぶ        　　 じゃらん

４位 大王わさび農場

３７位 安曇野

５６位 穂高神社

７８位 槍ヶ岳

４８位 長峰山展望台

６５位 本陣等々力家

９６位 吉祥山東光寺

※ランキングではありません

・大王わさび農場

・アルプスあづみの公園

・アートヒルズ

・わさび田湧水群

・穂高神社

・ほりがね物産センター

るるぶのるるぶのるるぶのるるぶの４８４８４８４８位位位位にににに長峰山長峰山長峰山長峰山がががが登場登場登場登場するもするもするもするも他他他他にににに明科明科明科明科のののの紹介紹介紹介紹介をされてるをされてるをされてるをされてる

観光観光観光観光サイトサイトサイトサイトはははは見当見当見当見当たらずたらずたらずたらず・・・・・・・・・・・・。。。。

我が信州の若者が取り組んだ活動をご紹介します！！



地域をよくする民間ノウハウ

企業経営ノウハウを地方都市活性化に活かす



地域地域地域地域をよくするをよくするをよくするをよくする民間民間民間民間ノウハウノウハウノウハウノウハウ

ゼロサムゲームとは？

皆様はゼロサムゲームという言葉をご存じですか？

経営学の言葉で　マーケット（市場）が成長しない場合＝ゼロサムの場合

あるプレーヤーが勝てば、その分負けるプレーヤーがいるということです。

日本は既に人口減少時代に入りました。

マーケット（市場）規模が大きくなるとは想定出来ません。

戦略をゼロサムゲーム型に変更しなくてはいけません。

ゼロサムゲームの意味するもの

     勝つ者
勝ち続ける

　　敗者

負け続ける
じり貧／破綻へ



地域地域地域地域をよくするをよくするをよくするをよくする民間民間民間民間ノウハウノウハウノウハウノウハウ

ゼロサムゲーム（市場が増えない）の恐怖

　★減少（マイナス）がさらなるマイナスを生む

都市の指標である　生産高／人口なども　想定されていきます

弱者の企業が　強者の企業に勝つにはどうするか？
ランチェスター戦略



地域地域地域地域をよくするをよくするをよくするをよくする民間民間民間民間ノウハウノウハウノウハウノウハウ

明科しかない！

他地域に勝てる要素調査

～明科を現地調査～

政経塾の仲間で明科を調べました



明科を

よくする

明科を

知る

明科を

見る

明科の

良さは

何？

明科しか

ない宝は？

宝を活かした

商品サービス

戦略を立てる

地域地域地域地域をよくするをよくするをよくするをよくする民間民間民間民間ノウハウノウハウノウハウノウハウ

明科を分析するための

マインドマップ作成へ



明科　活性化　３つの戦略
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スローライフ

～自転車の町　明科～



明科は・・・

・平地平地平地平地がががが２２２２割割割割と斜面の多い地形

・山も川もあり自然自然自然自然がががが豊豊豊豊かかかか

　　２つの環境を活かすのは

　　　　　　　　サイクリング？
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サイクリングとは・・・

・自転車自転車自転車自転車に乗ること、また自転車自転車自転車自転車のののの利用全般利用全般利用全般利用全般の

　こと

・レクレーションレクレーションレクレーションレクレーション、スポーツスポーツスポーツスポーツとして自転車で

　陸上を移動すること

・日本や世界で注目されている



ターゲット・・・

◎明科明科明科明科に住んでいる人

◎ツーリングツーリングツーリングツーリングが好きな人

（ｃ）matsumoto seikeijuku



内容１

　ポタリング

（ｃ）matsumoto seikeijuku

・明科に住んでいる方

・乗り慣れた自転車で近所を歩く感覚

　で自転車散歩

・明科の新しい魅力を発見

・健康維持と二酸化炭素削を



内容２

ツーリング

・ツーリングが好きな人

・自然を満喫出来る郊外で走りたい、長距離を　

　走ってみたい

・明科の自然を満喫してもらう

・休憩所や宿泊施設を設置



課題・・・

・道路の整備整備整備整備

・休憩休憩休憩休憩・・・・宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設の建設をする

・レンタルショップレンタルショップレンタルショップレンタルショップの設置をする

・コースコースコースコース・・・・ルールルールルールルールを決める



メリット・・・

（ｃ）matsumoto seikeijuku

・・・・地元地元地元地元にににに愛着愛着愛着愛着をををを持持持持つようになるつようになるつようになるつようになる

・・・・二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素のののの削減削減削減削減でででで地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策になるになるになるになる

・・・・サービスサービスサービスサービスのののの利用利用利用利用によりおによりおによりおによりお金金金金をおとしてもらをおとしてもらをおとしてもらをおとしてもら

　　　　うことでうことでうことでうことで新新新新しいしいしいしい財源財源財源財源になるになるになるになる

・・・・人口人口人口人口のののの増加増加増加増加にににに
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「作家の町

           明科」
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活動履歴

・明科についての事前学習

・スペシャリストを呼んでの講演会

・現地調査
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明科ののどかなイメージを全国に！！
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今アニメや小説の影響で

聖地巡礼という形で物語

舞台への観光が急増中！

イメージは

作ることができる観光資源
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明科を舞台にした物語を製作し、

その作品を読んだ人達が実際

に行ってみたいような町にする。

目的



（ｃ）matsumoto seikeijuku

「物語で明科をつくろうコンテスト」

・リアルな明科を描写すること

・日頃のストレスを解消できるような

　　のどかな町をテーマにすること



（ｃ）matsumoto seikeijuku

・明科の代名詞になるようなイメージを作ること

・コンテストの賞金や景品を用意すること

・明科活性化のために住民が一丸となること

課題



釣釣釣釣りりりり天国天国天国天国
明科明科明科明科フィッシャーマンランドフィッシャーマンランドフィッシャーマンランドフィッシャーマンランド



１．まず・・・

　明科には

・犀川（三点合流地点）

・水産試験場

・北米の川と雰囲気が近い

　　　　豊富な水産資源!!



２．ターゲット

»疲れているサラリーマンサラリーウーマン

»本気の釣り人

»ファミリー（家族）



３．内容

　　癒しの町明科
　　・癒しの釣りコース

　・釣りの聖地コース

　・家族と楽しく釣りをコース



癒しの釣りコース

»リラクゼーションとして釣りを提供

»釣りと同時に周りの景色を堪能♪

»釣り婚活♪

３．内容



釣りの聖地コース

»釣り人に今人気の犀川釣り

   三点合流地点でのニジマス釣り

»足場がよく大きなニジマスが釣れる

»釣りのポイントをたくさん提供する

»釣り大会

３．内容



家族と楽しく釣りをコース

»家族でやるフライフィッシィング

»他の観光地の紹介

»家族別でも楽しめる環境

»明科の魅力を最大限最大限最大限最大限に利用

３．内容



4.課題

» 町の人の協力が必要不可欠

» ニジマスの稚魚を放流しなければいけない

» ルールを決めなければいけない



5．メリット（ホスト側）

»愛着が湧く

» 第二の人生として、明科に住むかもしれない

» イベントや飲食によりお金を落としてもらう

»協力・工夫によっては、商店街やお土産屋に
来てもらえる

» 釣りは、気に入ってもらえればまた来てもらえる

» 釣り人同士の情報交換により広告してもらえる



5．メリット（ゲスト側）

»大自然で釣りができる

»仕事のストレス解消

»景色を満喫できる

»釣りのポイントが、たくさんある

»新たな出会いがある

»三点合流地点で釣りができる

»家族と安心して来れる



まとめ

学生の発表の感想はいかがですか？

実現する可能性が低い！

夢みたいな話しだ・・

それでも「いいんです」

企業は「人なり」

結局のところ、企業経営の一番大事なことは「人づくり」です。

地域づくり（活性化）も、「「「「地域地域地域地域をををを愛愛愛愛しししし地域地域地域地域をををを良良良良くしたいくしたいくしたいくしたい」」」」というというというという人材作人材作人材作人材作りりりりです



まとめ

明科の宝物さがし

・・・明科を良くしたいという若者

明科をよくする会社（組織体）　明科カンパニー

日本を良くしたい・・・坂本竜馬の「亀山社中」

・・・・岩崎弥太郎「土佐商会（後の三菱グループ）

ぜひ彼を応援してあげてください。私たちも応援して参ります！


