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名前 西脇洋恵（ニックネーム ヒロエちゃん）

PJPシート 自分編

フランクな自己紹介（200文字以内）

プロフィール文（250-300文字）

西脇洋恵です。1966年10月千葉県生まれ。さそり座
のB型で、ついでに丙午（ひのえうま）生まれです。今
年の３月に３人目の子供（長女）が大学進学のため
東京に引っ越しました。
これで、長男が横浜、次男が千葉と３人の子供が全
員大学生となり、それぞれが別々に離れて生活して
います。
一昨年の暮れに介護していた義父も亡くなり、フリー
な時間ができました。
この出来たフリーの時間を使ってこの先30年（？）あ
る残りの人生を楽しく変えたいし、
自分の住んでいる小川地区のために何か出来ない
かと日々考えています。

1966年千葉県生まれ。
専門学校時代は服飾デザインを専攻。1992年から２年間青年海外協力隊でケニアにお

いて服飾専門学校の講師を勤める。帰国後、結婚を機に現在在住の郡上市明宝小川に
移住。家業である民宿業を継ぎ、地域団体活動に参加。
・「明宝ビスターリマーム」は明宝地域の民宿女将の団体で、主にグリーンツーリズムを
学び、インストラクターの資格を取得。他に郷土食・伝統食の掘起し活動とレシピ本作り
に携わった。
・「めいほう鶏ちゃん研究会」では、地域の特産品開発において、会の「ご当地グルメでま
ちおこしの祭典！B-1グランプリ」への出店に携わった。また、自身の民宿のオリジナル

鶏ちゃんの販売も行っている。
・「NPOななしんぼ」は地域の各種団体活動を繋げる中間支援団体として発足。明宝地域
の空き家対策、コミュニティーカフェやシェアオフィスの開設など地域の課題解決に取組
んでいる。現在２代目の理事長を務めている。

自分ヒストリー

昔

■専門学校時代
３年間

【仕事、勉強、生活】

【目標】

【気持ちの変化】

服飾パタンナーを目指して不真面目に勉強

とりあえずバブル期だったので、いい給料

自分が一番と思っている人がたくさんいて、自

していました。

でアパレルで働きたいと考えていました。

分はそれほど自我や自己顕示欲が強くないな
と自覚しました。

人生をなめきってました。
■アパレル仕事時代
３年間

人生グラフ：横軸は年齢・縦軸はイキイキ度(幸せ度)。
人生で輝いていた時、沈んでいた時を見える化しましょう！

会社の先輩に恵まれて仕事をがんばりまし

３年勤めてキャリア出来たら給料安くても

その一方でわがままな独身キャリア女性（お局

た。（東京にある中堅会社）

自分の好きなブランドに転職しようと思っ

様）達に接してやっぱり結婚は大事だと思いま

時はバブル期、年１回の海外旅行を楽しん

ていました。

した。（何の根拠も無い）それまでは結婚願望

でました。ライブやクラブで遊んでいました。

海外旅行でスリランカに行ったとき、青年

も無ければ、子供も好きではなかった。

海外協力隊の人々に会い、自分も協力隊
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を目指します。
■青年海外協力隊時代
ケニア ２年間

ケニアで２年間デザイン画とガーメントメイキ

専 門 学 校 の とき の 副 担 任 とケ ニ ア で 再

しかし、途中でナルチカ（夫）に出会い、国連

ングの教師をしていました。初めての一人暮

会。国連ボランティアになっていました。そ

就職断念（笑）

らしがケニアでした。そこで１から作る料理を

の人はマレーシアで協力隊、その後副担

何も考えないで岐阜のど田舎、郡上明宝に嫁

覚えました。エコライフを満喫していました。

任を経てイギリスに留学し、UNVになりまし

いで来ました。

た。私も国連に勤めようと英語も出来ない

みんなが知らない自慢・芸・得意技

のに思い込んでいました（笑）
■明宝時代
２４年

今

結婚９年目、義母が亡くなり大変でした。

結婚９年目に義母が亡くなり民宿の女将に

ビスターリマム（明宝の女将の会）に参加し

それまで義母に頼りきって子育てしていました

なりました。10年前に鶏ちゃん研究会の立

て女将のスキルを磨くことにしました。山

が、これからは私一人で３人の子育て、義父

・洋服作り、洋裁

・調理師免許

ち上げに協力。NPOななしんぼの活動も今

菜、豆腐作り、そば打ち、こんにゃく作り、

の世話までしなくてはいけなくなり、頑張ろうと

・山菜採取、山菜料理

・グリーンツーリズムインストラクター

年で６年目となります。

伝統食作り、など

思いました。忙しい時でも何か学びたいと色々

・習字師範

始めました。（テニスや習字）

・小型バイク免許
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ふりがな

PJPシート プロジェクト編①

にしわき

ひろえ

名前 西脇洋恵（ニックネーム ヒロエちゃん）

個人的背景（150-200文字）

課題・ビジネスチャンス（150-200文字）※事前にご提出いただいたエントリーフォームの②に対応しています。

１５年前は８０世帯２５０人いた住民が現在６０世帯１２０人まで減少している。地域にある小学校の

生徒数も当時は１５名以上いたが、現在は５名、２年後には２名になる。地域コミュニティーや地域
の伝統文化の継承が困難になりつつある。これまでも既存団体が積極的に地域起こしを実施し、
国の表彰を受けるほどの成果を上げてきたが、地域内の高齢化が進み次世代の担い手不足であ
る。地域に多くある空き家や休耕田も今ならまだ再生可能な状態であり、地域の美しい景観を維持
する為に利活用することが必須である。地域の自然や伝統文化も含め小川全体をプロデュースす
る活動が是非とも必要となる。

過疎化が進む小川地区ですが、こんな未来の原石があります。
・源流域の美しくて豊かな、山、川、田畑、動植物
・祭礼や地芝居など、文化を愛し、娯楽を自らつくる、やる気風土
・30年以上地域づくりに取り組む先人たちや地元との強力なネットワーク
・地域づくりを通して開発した、30以上の体験プログラム
・民宿やコテージなど、地域の人々が経営する既存宿泊施設
・「ジンジャークッキー」など食品の製造販売ができる施設
・オープンな気質、移住者が活躍できる地域特性
・山超えで辿つく「秘境」。数年後にはトンネルが開通し、アクセスは便利に。

プロジェクト概要(300-400文字)※エントリーフォームの④に対応しています。

「秘境」を楽しむ、「秘境」で暮らす！交流拠点と集落体験事業構築プロジェクト
郡上市の中でも特に過疎化が進む明宝小川地区。15年間
で人口は半減、現在は60世帯120人、小学校は５名です。こ
のまま小川は消えるのか・・・しかし、山越えでたどり着く源
流の里は、豊かな自然と温かな人が暮らす、魅力ある「秘
境」です。
このプロジェクトパートナーは、約20年前に、当時勤務して
いたアフリカから嫁として小川に来た、地域唯一の民宿の女
将です。暮らしの中で、小川の豊かな自然の恵みと人柄に
惚れました。
誰もが経済的に「無理」と考えるこの地で、でもこの地が生
き残るために、「無理」を逆転して暮らし続けられる事業を、
なんとしても立ち上げます。

事業の軸は３つです。
１つ目は、空き家の利活用事業。 私が初期投資を行い、空
き家をリノベーションしてまず交流拠点をつくります。また、
今後地域に増える空き家の利活用の仕組みもつくります。
２つ目は、集落体験事業。地域づくりに精力的に取り組んで
きた先人たちがつくった、四季折々30以上の自然と暮らしを
体験できるプログラムをベースに、１年を通して提供できる
よう、本格的に事業化します。日本の里山の良さを伝える、
インバウンドビジネスにも結びつけます。
３つ目は、地域のトータルプロデュースで、移住者が地域に
住むことを可能にする、生業づくりサポートを行います。
これらを通し、年間400名以上の観光交流人口、年間２組以
上の移住実践者を生み、「持続可能な秘境」を実現します。

プロジェクトのイメージ写真（印刷
で使える1MBサイズ以上）
※10/13の発表会でも使います

あなたは、郡上のどんな①人・コミュニティ②自然③文化に根ざしていて、このPJはそれぞれにどんな価値を還元できると思いますか？（各最大60文字程度） ※事前にご提出いただいたエントリーフォームの③を少し変形した形です。
①人・コミュニティ

②自然

③文化

小川地区の人々

美しく生活観のある里山の景色

白山神社の祭りなどの歴史ある伝統文化

若い人が増えて、持続可能な地域の維持ができ
、安心して終活できる。

空き家や休耕田の利活用による美しい景観の維
持

伝統文化の継続的な継承

あ なた が 根 ざ し
ているもの

プロジェクトがそ
れぞれに対して
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ふりがな

PJPシート プロジェクト編②

にしわき

ひろえ

名前 西脇洋恵（ニックネーム ヒロエちゃん）
空き家拠点事業

3年間のロードマップと3年後にどうなってほしいか
やること

・体験プログラムの通年試験実施

（50-100文字）

・交流拠点整備の整備

やること
（50-100文字）

3年目

・交流拠点を中心とした小川トータル

やること

プロデュース事業の展開

（50-100文字）

・既存民宿、自宅を拠点として仮設置
・空き家物件リサーチ＆資金調達
・協力者依頼（自治会や大工さん等）

・体験事業者との連携構築
・山菜トレッキング・登山ハイキング
企
画
・体験プログラムモニター実施（年５回）
・星空観察＆ナイトサファリ
例
・情報発信の仕組み整備（HP等）
・スケート体験・シャワークライミング

・交流拠点改修プロジェクト実施
→ 整備・運用開始
・空き家管理事業の構築

・体験プログラムの通年実施
・交流拠点リノベーション・ワークショッ
プの開催

↑

2年目

・交流拠点仮オープン

集落プロデュース事業
↑

1年目

集落体験

・交流拠点本格運用（民泊・サロン）
・集落体験プログラムの常態化
・改修プロジェクトのプログラム化（以降、 ・インバウンド受け入れ準備
年1棟ペースでワークショップ開催）

・秘境・小川の魅力ブランド化
・お試し田舎暮らしシステムの開発
・地域移住サポートのしくみづくり
・交流事業の情報発信・受付
・空き家と移住者のマッチング
・生業づくりサポート

3年後の理想状態（150-200文字）

地域プロデュース事業を通して小川交流人口が倍増し、観光地拠点としての収益事業として成り立つことで、2名の本業が生まれる
→ 空き家拠点事業＋集落体験事業で、年間400名以上が訪れる（2泊以上の短期滞在をベースに、事業規模1000万円以上：25,000円／人）
＜本事業＋小さな生業＞で小川での暮らしをを実現できるサポートを地域で確立する。小川に移住し、生活を構築できる環境が整うことで、IターンUターンの住民が増える（年間2家
族ペース）。地元の人の次の世代の担い手が立ち上がり、地域の自然や伝統文化が継続的に維持できる土壌が形成されている。
どんな人に来てほしいか？スキル/マインド/実績など（150文字以内）

＜こんなスキル、マインドを持った人を募集します！＞
・どんな時代になっても自ら道を切り開き、生きる力を身につけたい
・里の知恵を受け継ぎたい人
・新しい価値を発見し、ワクワクするものに転換することが得意
・人が好き、自然が好き
・コミュニケーション能力と情報発信能力がある人
・空き家や田畑、山など、田舎の資産を利活用する、地域ビジネスと
して不動産事業者的視点やスキルがある方。

募集メッセージ（プロジェクトのわくわく感）（150文字以内）

持続可能な未来を再構築したいクリエイティブマイン
ドを持った人へ。 人はいないが全てがある・・・「秘境
」という無限の可能性がある場所で、集落をまるごと
体験できる交流と宿泊の拠点をいっしょに構築。移住
者で、地域唯一の民宿の女将が二人三脚で、あなた
と地域の未来づくりに取り組みます。自分らしく生きる
「生業」を、ローカルでいっしょにつくりませんか？

PJPの関わり方（該当する項目に○をつけてください）

A. 私自身がフルコミットして一緒に取り組みます。
B. 私が今取り組んでる事業を基盤に、新しい事業を
一緒につくります。

m

C. 私にとっても未知の分野、新しいチャレンジです。

暮らしのイメージとサポート
プロジェクトの対象地域

岐阜県郡上市明宝小川地域（トンネルが出来れば明宝地域全体も対称とできる可能性あり）
その地域での暮らしはどんなものですか？（※移住者の居住地がこの地域になるとは限りません／-100文字）

あなたはプロジェクトに応募する人の暮らしにどんなサポートできますか？（-100文字）

自然とともに伝統文化を大切にしてきた地域です。

事業はもちろん、生活面でも全面的にサポートします。

小さなコミュニティーですが、皆さん仲良く、移住者にも温かいです。

私も結婚前は都会暮らしだったので、同じ目線でアドバイスができます。

沢山の田舎の知恵や知識を教えてもらえます。
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