
平成29年8月26日	  
羽後町企画商工課	
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Ⅰ．羽後町って知ってます？	  
●地形、人口	  
●特産品	  
●施策	  

Ⅱ．地域課題について	  
●羽後町DMOの取組み	  
●茅葺き古民家	  
●古民家ビジネスモデル	
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Ⅰ. 羽後町って知ってます？	  

ココ！	
人口：約15,000人	  

25歳以下：約2,500人	  

面積：230.78ｋ㎡（2/3山）	  

仙台市から車で約3時間	  

寄駅まで車で20分	  
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Ⅰ. 羽後町って知ってます？	  
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主要産業：農業 

あきたこまち、羽後牛、 
小玉スイカ、オクラ(ひばり野)、 
キュウリ（ブラック）、 
トマト（桃太郎）、 
花き　などの栽培が盛んです。 



Ⅰ. 羽後町って知ってます？	  
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HIYAGAKE 
＆ 

BON DANCE 



Ⅰ. 羽後町って知ってます？	  
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主な施策	
セコンド付出

会い事業	
	

東北特有の奥
ゆかしさ	

↓	
婚活イベントに

参加しない	
↓	

セコンドを付け
て婚活へ！	

住宅取得	
奨励金	

	

近隣市町村へ
住宅建築のタ
イミングで　転

出	
↓	

移住者支援拡
充及び子育て
世帯の住宅取
得へ助成金！	



Ⅰ. 羽後町って知ってます？	  
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主な施策	
地方創生集大成事業＝羽後町しごと改革	

“しご
と”が無

い	

若者　　
減少	

出生数　
減少	

若者と子どもたちの	  
“しごと”	  

に関する希望実現	
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地方創生集大成事業＝羽後町しごと改革	

地元に戻る 大の
課題	  

相談先がない。	

親の意識（他人意見）
＝地元の良い“しご

と”限られてる。	

知る手段（機会）
が無い。	

新事業へのやっ
かみ。	

新分野への後追
い。	
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“しごと”の魅力化　　　　　　　　　　　
魅力的な“しごと”づくり	  

定義の統一	 
“しごと”…全町民が行っている生きがい。職業
　　　　　　“働き方”…Ｒｉｃｅ・Ｌｉｋｅ・
Ｌｉｆｅ・Ｌｉｇｈｔ	 Ｗｏｒｋから構成される
“しごと”に対する姿勢	

キャリア教育の中枢	  

“しごと”情報の集約	

地域コーディネーター育成	

新たなチャレンジのサポート	

定住者増	

起業家精神の醸成	

交流人口による課題解決	

シビックプライド確立	

課題解決コーディネート	

地域の稼ぐ力向上	

羽後町しごと改革の完成イメージはUgo University	



Ugo  Univ.構成	
こども学部	 おとな学部	 いどばた学部	 まちメディア学部	

しごとーーい学科	
	
インタビューーン学科	

モチベーション学科	

企業経営学科	

キャリア学科	

しごとーーく学科	
	

くらし学科	

プロモーション学科	
	

リソース学科	
	
	

全町民向けキャリア教育	

学生課	 広報室	 留学センター	 チャレンジＬａｂ．	

学生相談室	
	

入学センター	

ホームページ・ＳＮＳ運
用、授業ネット配信、事
業広報誌（学報）発行、
メディアリレーション	

国際ＰＢＬ（フィールド
ワーク→地域協働合意
形成→試験実施→自治
体提案）	
ＡＩＵ協定	

羽後高校連携、実地域
連携、金融機関・商工
会連携のコーディネート	
起業家コミュニティ生成	
ファンド設立 等	

事業効果向上	 国際交流	 新たなチャレンジサポート	
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羽後町ＤＭＯの取組み	

羽後町の弱み	

非観光地	  
宿泊施設、コンテンツほとんど無い	

交通不便	  
長時間移動＋多額交通費	

言語	  
交通案内外国語表記、現地ガイドな
し	

解決策	

教育プログラム	  
旅行ではなく、学びと体験	

長期滞在	  
交通費・移動時間の割合を低く	

日本語対応	  
日本語の語学研修として実施	



Ⅱ. 地域課題について	  
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羽後町ＤＭＯの取組み	

ターゲット	 日本語に興味のある外国人（留学生）	

時期	 8月、10月、1月（海外の長期休暇時期）	

手段	 海外営業（羽後町ＤＭＯ法人トラベルデザイン㈱）によって販路獲得	

構成	
午前＝座学による日本語教室	  
午後＝インターンシップ（盆踊り、そば打ち、郷土料理、藍染め…）	



Ⅱ. 地域課題について	  
茅葺き屋根の古民家	
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茅葺きマップもご参照ください。 

Ⅱ. 地域課題について	  
茅葺き屋根の古民家	
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　茅葺き古民家は町
内で６１軒。	  
　うち、居住していな
い物件は１２軒。	  
（2016年3月時点）	  
	  

町に寄附したいとい
う所有者の声も・・・	  
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Ⅱ. 地域課題について	  
茅葺き屋根の古民家	



現状	 課題	 解決策	 目指す将来像	

マッチングしたい（町希望） 

茅葺職人１名、
弟子２名	

茅葺民家	
が空き家化	

宿泊キャパ	
50～60名/日	

所有者の高齢
化・後継不在	

技術の継承・収
入確保	 茅葺き替え費用

半額助成（既存
事業）	

茅葺古民家の
風景を永続的に

残す	

滞在観光の促
進	

宿泊施設（民
泊）増加のため
の地域協力体

制	

2020年まで宿泊
キャパ100名/日	

Ⅱ. 地域課題について	  
古民家ビジネスモデル	
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Ⅱ. 地域課題について	  
古民家ビジネスモデル	

先輩起業家ファイル１	  
～茅ぶき山荘 格山～	  

　経営者の阿部さんは都内でＳＥとして勤

務していた。30歳を機に羽後町へ戻ろうと

していた矢先、町会議員である父が茅葺

古民家の維持管理困難の相談を受けて

いた。	  
　そこで、阿部さんはその茅葺き古民家

の雰囲気を活かした農家民泊を始めた。	

書店経営との２足のわらじであるため、民泊経営に本格的ではないものの、
開業した平成２５年７月から売上は好調推移。	
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Ⅱ. 地域課題について	  
古民家ビジネスモデル	

先輩起業家ファイル２	  
～阿部家住宅～	  

　経営者の阿部さんは秋田市内でサラ

リーマンをしていた。	  
　母が逝去して３年、地域の方々からの

「建物を活用してほしい」と強い要望を受

け、今年度、脱サラし、カフェと民泊の２本

柱での経営に乗り出す。	

サラリーマン時代の営業力を武器に各方面への販路開拓は順調。マーケット
調査も済み、あとは、改修が終わり開業を待つのみ。	
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Ⅱ. 地域課題について	  
古民家ビジネスモデル	

トラベルデザイン㈱　　　　　
外国人観光客誘客(海

外営業)　	 

所有者（相続者）
物件の提供	 

茅葺職人　　　　　
技術の伝承	 

国・県・町　　　　
改修費等助成・担
い手募集	 

地域おこし協力隊	 
運営サポート	 

商工会・金融機関　　　　
資金・情報提供	 

経営者（若者）	 



羽後町の地方創生＝羽後町しごと改革	  
	  

＝若者と子どもたちの“しごと”に関す
る希望実現	

私たちには、皆さんの新たなチャレンジ
を応援する覚悟と体制があります。	
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Ⅱ. 地域課題について	  
古民家ビジネスモデル	

ぜひとも、羽後町
の課題へご応募く

ださい！	


