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自治体協働レポート   奈良県三宅町
企業協働レポート

　AsMamaでは、2018年5月よりMARK 

IS静岡（運営・管理／三菱地所リテールマネ

ジメント株式会社）と地域における子育て世

帯の拠点づくりを目指した商業施設のファン

コミュニティ形成に取り組んで参りました。 

『MARK IS（マークイズ）』という名前に

は、「街とともに成長し、人々に長く深く愛

され続けるランドマークでありたい」という

願いが込められており、当社との連携以前か

らも様々な連携に取り組まれており、より一

層の地域連携に注力されていきたいという

想いから、当社との事業取り組みを開始され

ました。 

　取り組み開始から2年間で地域の担い手

人材であるシェア・コンシェルジュを約40人

発掘育成し、着実につながりの輪を拡大し迎

えた3年目でしたが、2020年4月の緊急事

態宣言で活動は一時停止を余儀なくされま

した。しかし、MARK IS静岡様は、コロナ禍

でも全国に先駆けて、地域住民の皆さんに

日常を取り戻してほしいと、緊急事態宣言解

除後の営業再開から間もなくして、3密の回

避・感染症対策に十分に留意した交流の場

づくりの活動再開を決断され、結果として再

開後の交流会では、「会えてよかった」「ひ

とりで頑張るのはつらかった」と久しぶりの

交流を喜ぶ地域の人々の声があふれていまし

た。 

　そしてこの度、これまでのMARK IS静岡

様との取り組みや、ビジネスモデルが評価

され、静岡経済同友会 静岡協議会企画開

催、静岡県中部地域の未来をつくるアクセラ

レータープログラム「テイクオフ静岡」に採

択されました！なんと、経済同友会によるア

クセラレータープログラムの実施は全国初！

先日静岡県にて開催された決起会では、採

択団体７者によるプレゼンや当プログラムへ

の期待等、熱い想いが交わされました。 

　これからも、ニューノーマルの時代におけ

る地域密着型の商業施設、3rdプレイスとし

ての場づくりを通じて、地域の人と人、人と

企業、まちをつなげて参ります。

決起会にて、採択団体のみなさまと

商業施設 MARK IS静岡での
ファンコミュニティ形成の実績と 

静岡アクセラレータープログラム採択のおしらせ
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はじめまして！
三宅町「シェア・コンシェルジュ」です

自治体協働レポート   奈良県三宅町

　デリバリーサービス「Uber Eats」や民泊サービス「airbnb」等で話題の「シェアリング・

エコノミー」。場所・スキル・乗り物・モノ・お金などの遊休資産を、インターネット上のプラット

フォームを介して個人間で貸借や売買、交換することでシェアしていく新しい経済の動きのこ

とですが、三宅町の取組みもこの「シェアリング・エコノミー」を活用して、暮らしをもっとより

豊かにしていこう！ということを目指しています。 

　シェアリング・エコノミーは個人間で「シェア」を成り立たせていくので、お互いの「信頼関

係」が非常に大切。顔見知りのたよりあえるコミュニティがあって初めて活きるといわれてい

ます。そんな関係性を実現するため、コミュニティを育み、シェアをとりもっていくのが、「シェ

ア・コンシェルジュ」が目指す役割です。

　性別や年齢、生活スタイル問わず、自分の“スキマ時間”と“トクイ”をいかしながら、「町の

ためにちょっといいこと、やっていこうかな～」というメンバーが集まり始めています。そんな

三宅の暮らしのサポーター「シェア・コンシェルジュ」をご紹介します。

「リアル＆オンラインでつながろう！シェアしよう」をテーマに2020年9月から

奈良県三宅町でスタートした共助コミュニティ創生プロジェクト・レポート。

ちびっこたちとそのパパ 

・ママが一緒に遊べる。

そこへ行くと笑顔が増え

る。心がつながりあうよう

な頼れる遊び場みたいな

ことができたらいいなと

思っています。

子育てを通して、社会

で生きることの大切さ

を知りました。これから

は、地 域コミュニティ

で、共助社会の構築に

取り組みます。

人に「助けてください」と

言えるようになることこそ「自立」。そん

な社会を子どもたちに残したいです。

息子が産まれてから、自分

達の住む町に関心をもつ

ようになりました！子育て

シェアを通して、今まで関わ

ることがなかった世代の方

と話すきっかけにもなり、

良い経験をさせてもらって

います。子ども達に三宅町で育って良かったと

思ってもらえるように頑張りたいです！

たくさんの人達とつながり

多世代交流が出来、昔なが

らのお互い様の付き合いが

できたらいいなと思ってい

ます。4月から復職するの

で、どちらも楽しみながら

がんばります！関 昌

松田 みき松本 健

森田 淳美
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AsMama 認定サポーター
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⬆奈良県三宅町＋11 協働PJで増加！

　

934人
■全国分布状況

コミュニティアプリ

 20 ～ 100

2020/112019/12

101 ～ 500
501 ～ 1,000
1,001～5,000
    5,001 ～

■登録会員数
             （累計）

■直近１年間の登録会員数・共助（送迎・託児）数 ■今月の共助事例

76,826人

（人） （人）

78,000 33,000

76,000
32,000

74,000

72,000

70,000

31,000

30,000

29,000

28,000

登録会員数 共助数 産後の体調不良でワンオペ育児が
限界！上の子のお迎え・お風呂・夕
食を手伝って

サッカーの練習中、運動場で見守って

夫婦とも夜まで仕事・・・用意した
夕飯を食べたか、大丈夫か、ときど
き様子をのぞいて

明日、図工で空箱を使うって！
持ってたら分けてください

90㎝女児・120㎝男児の子ども服、
もらってくれませんか

庭で柚子がいっぱい取れました！
おすそわけします

はじめまして！三宅町「シェア・コンシェルジュ」です

12 月開催のクリスマスパーティーは
大盛況！1 月にグランドオープンする 
アプリコミュニティの準備も着々と 
進んでいます。

「密になったらアカン」

と い うけど、や っぱ り

「人って、つながらない

と」と感じています。

三宅の元気なオッちゃん

オバちゃんらとも世代を

超えてつながっていけた

らと思っています。

僕は高校教師をしていま

した。その頃から考えて

いた、大切なお子さんを

育 て てい る方々 がより 

気持ち良く子育てできる

環 境 作りのお 手 伝 いを 

実現したいです！

地域の方や同じ子育て世

帯の方と繋がりたい。楽し

いことのお手伝いをした

いと思い、参画しました。

私は5年前に三宅町に転

入してきたのですが、少し

でも三宅町が盛り上がる

ようにしていきたいです。

子どもが大好きなわたし。

読み聞かせや手遊 び、 

運動遊びなど、未就園児

あいてのプチサークル、

やってみたいです！

子どもから大人までが、

安心して暮らせるために

は、私の役割は何かなと

問い続けていたところ

にAsMamaと出会いま

した。今までの経験や資

格を生かし、子育て世代

の保護者や町民の方々のパイプ役として活

動していきたいです。

色々な世代が得意なことや出来ることを活

かして助け合いながら生活していく…小さな

町だからこそ出来る繋がりを大切にしなが

ら生活していくきっかけ作りが出来れば良

いなぁと思っています。

岩本 香

大園 健太

村田 紀恵

森内 哲也関 千鶴

丸谷 あゆみ

引き続き応募受付中！

三宅町在住・在勤問いません

一緒にまちづくり

していきましょう！

　 応募はこちら>
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11月 メディア掲載実績

地域共助事例

親同士で「子育てシェア」スマホアプリで「助
けて」が言いやすく
神戸新聞紙面・電子版掲載（11/1）

「共助」による子育てコミュニティで、人が集
まり、定住するまちへ／「ウェルネス」がテー
マのポイント制度で、コミュニティのつなが
りはさらに広がる
自治体通信 vol.27（2020 年 12 月号）・自治
体通信 ONLINE 掲載（11/10）

共働きでリモートワーク、うまくいくには「夫
婦ミーティング」と「見える化」が重要／共
働きリモートのストレスは「もしものときの
3 万円」とフォローの手紙で乗り切る
Benesse「たまひよ」サイト掲載（11/15・
11/17）

最新のメディア情報はAsMama公式HPへ！
http://www.asmama.co.jp/company/prizes-archive/

自治体・企業協働事例（富山県舟橋村・株式会社グルーヴァース）

代表インタビュー
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※弊社ガイドラインに沿って感染症拡大防止・予防対策を徹底し、協働企業・自治体と協議の上で実施しております

11月 AsMama プロジェクト開催報告 PICK UP

コミュニティ活用事業

コミュニティ創生事業

お預かり体験＆ランチ座談会 
（みそのFamily Meet Up／埼玉県 さいたま市）

親子でタッチコミュニケーション 親子交流会
（MARK IS静岡／静岡県 静岡市）

マネーセミナー＆託児体験
（FOR SOMEONE 託児付きセミナー／埼玉県さいたま市）

ホルダーデコペーパー制作 親子交流会 
（MARK IS静岡／静岡県 静岡市）

ライフプラン勉強会
（アクサ生命 託児付きセミナー／静岡県 静岡市）

こどものあそび場 in まちスポ2020
（まちのね浜甲子園／兵庫県 西宮市）

みんなでつくる秋の音楽会
（正光寺／東京都 北区）

一緒にカラダを動かそう！ダンボール遊び  
（みそのFamily Meet Up／埼玉県 さいたま市）
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つながり部門 

1 位　加茂　圭子  （神奈川）

2 位　井上　陽子（静岡）

3 位　金澤　朱美  （静岡）

特別賞
緊急事態宣言時の
オンライン交流会開催数部門 

1 位　大高　麻世  （神奈川）

2 位　井上　陽子（静岡）

3 位　佐藤　　愛（東京）

特別賞
会員増加率進展部門

1 位　徳島県

2 位　長野県

お預かり部門 

1 位　内田　理絵（埼玉）

2 位　井上　陽子（静岡）

3 位　吉見有加里（東京）

特別賞
緊急事態宣言時の
オンライン交流会開催数部門 

1 位　大高　麻世  （神奈川）

2 位　川瀬　安依（埼玉）

3 位　井上　陽子（静岡）

交流会部門 

1 位　井上　陽子  （静岡）

2 位　金澤　朱美  （静岡）

3 位　中嶋　雅子  （静岡）

シェア・コンシェルジュ アワード2020 決定！
ー 速報 受賞者一覧 ー

詳細・12月25日に開催した授賞式の模様は次号に掲載予定です。お楽しみに！


