
Annual Report 2019
TATAKIAGE Japan

タタキアゲジャパン 2019 年度 年次報告書

■  ミッション・ビジョン / ご挨拶
■  事業領域 / タタキアゲメンバー
■  プロジェクト一覧
■  2019 年度財務会計報告
■  2019 年度報告 / 2020 年度計画
■  会員・連携先の声
　  賛助会員募集中！
　  お問合せ先

P. 2
P. 3
P. 4-5
P. 6
P. 7
P. 8

[ CONTENTS ]

発行日：2020 年 5月 30 日

https://tatakiage.jp



NPO法人 TATAKIAGE Japan 理事長
一般社団法人 TATAKIAGE Japan 代表理事
  小野寺 孝晃
   Takaaki Onodera

ミッション
ビジョン

MISSION / VISION

コーディネート

エリア活性化

2013年に立ち上がったタタキアゲジャパンは、今年で９期目を迎えます。

私たちは、人口減少の時代でも新しいことにチャレンジする人が増えれば、地域は楽しくなるはずだという仮説をもち、独自に、
また国、県、市と連携して、産業振興、地方創生に関わるさまざまなプロジェクトを進めてきました。

活動エリアはいわき市から双葉郡まで広がり、いわき市を中心とした浜通りのプレイヤーとのネットワークが徐々に広がりまし
た。これが、浜通りの新たな動きを作るコミュニティの形成に繋がってきたと実感しています。また、いくつものプロジェクト
を通して、地域内外の多様な人々の知見や視点が混ざり合うことで、新しいアイデアが生まれるということも実感しました。

私たちはこれまで、地域で何かをしたい人が仲間やキーマンと出会い前に進むために、ハブとしてネットワークを繋げる「コーディ
ネート」や「場づくり」、それを通した「人材育成」に取り組んできました。今後は、引き続き地域内の人材発掘に取り組むのは
もちろん、地域の外からも本気で浜通りを変えたいというプレイヤーを呼び込みたいと考えています。ネットワークが広がるこ
とにより、新しいアイデアや活動が増え、それが、浜通りの地場産業を盛り上げることにも繋がるのだと思います。

2019年度には、新たに一般社団法人 TATAKIAGE Japan を立ち上げました。一般社団法人では、遊休不動産活用や産業振興に
関する案件など、多くのリソースやスピーディーな経営判断が要求される事業を推進します。一方、従来の NPO 法人
TATAKIAGE Japan では、コワーキングスペースの運営や会員同士のネットワークの充実などコミュニティを作る事業を推進す
る形で、両法人が連携していきます。このように、一般社団法人とNPO法人を連携させることで、効果的に地域のコーディネー
トに取り組み、ゆくゆくは "地域のプロデューサー "と呼んでもらえるように、事業を継続させていきたいと思っています。

2020年度は、「地域にグッドインパクトを与えるプレーヤーと共に、まちを育て、福島県浜通りから日本を変えていく」を新た
なミッション／ビジョンに掲げ、これまでの活動に加え、エリアリノベーションによるまちのプロデュースなど、地域コーディネー
ターとして、地域経済活性化に向けた活動支援事業を展開します。

また、日頃から応援してくださる方に、今以上に私たちの活動を知っていただくための広報活動に力を入れます。公式サイトの
コンテンツの充実や、会員の皆さま向けのメールマガジンなどに取り組んでいく予定です。こういった内容が知りたい！などの
ご希望があれば、お気軽にお寄せいただけますと幸いです。

とはいうものの、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大に
伴い、これまで地域コミュニティとともに成長してきた私
たちが、これまでどおりの形で事業を継続することや、新
しい活動を始めることについての判断の難しさも日々実感
しています。そんな中でも、私たちは、今だから出来るこ
とを摸索し続けています。

このような状況下ではありますが、是非、皆さまと一緒に
新たな一手を考えていければと思います。今後も、皆さま
のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

ご挨拶

コーディネート、場づくり、人材育成から、
「まちのプロデュース」へ

タタキアゲメンバー

事業領域

NPO法人 TATAKIAGE Japan 理事
  小山 いずみ
   Izumi Koyama

NPO法人 TATAKIAGE Japan 広報
一般社団法人 TATAKIAGE Japan 広報
  菊池 裕美子
   Yumiko Kikuchi

NPO法人 TATAKIAGE Japan 理事
一般社団法人 TATAKIAGE Japan 理事
  松本 丈
   Takeshi Matsumoto

NPO法人 TATAKIAGE Japan 理事
  湯淺 瑞樹
   Mizki Yuasa
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プレーヤーの
育　成

地元企業の
発　展

潜在プレーヤーの
発　掘

プロ人材コーディネート
地域実践型インターンシップ

いわき若者会議

浜魂
講演会 /勉強会 コワーキングスペース運営

TATAKIAGE BASE フリーオープンデー
場づくり

Business FieldGreetings

Members

エリアリノベーションによるまちのプロデュース
NEW!!NEW!!

タタキアゲジャパンは、
地域にグッドインパクトを与えるプレイヤーと共に、
まちを育て、福島県浜通りから日本を変えていきます。

NPO法人 TATAKIAGE Japan 理事
  鈴木 賢治 Kenji Suzuki

NPO法人 TATAKIAGE Japan 理事
  阿部 峻久 Toshihisa Abe



2019.4 ▶ 2020.3 TATAKIAGE Japan Projects 2019年度に皆さんとともに取り組んだプロジェクト一覧です

浜魂

いわき地域の復興と未来への
希望をつなぐ大交流事業

いわき若者会議
[いわき大新年会 ]

第1回浜魂納涼祭 [2019.8.30]

地域実践型インターンシップ

TATAKIAGE BASE
フリーオープンデー

プロ人材コーディネート
浜魂は、浜通りを良くするアクションを応援する、全員参
加型のプレゼン＆ブレストイベントです。2019 年度は、
第２６回浜魂、台風１９号で被災した平窪地区で開催した
第２７回浜魂、地域実践型インターンシップとコラボした
第２８回浜魂、個別のプレーヤーのテーマについて集中し
て考える「がっつり浜魂 vol.４」の４回の浜魂を実施し
ました。登壇者は14組、参加者は合計158名でした。

福島県いわき地方振興局主催の本事業の事務局を運営しました。
2019年９月から 2020年２月にかけて、若手プレーヤーによる
ワーキンググループをコーディネート。2020年2月16日 (日 )
に開催された、「いわき地域の復興と未来を考えるワークショッ
プ」には、延べ１００名を超える方が参加し、地域の観光、共生、
健康という課題について自由にアイデアを出し合いました。

いわき市から受託し、大学生と共に運営する「いわき若者会議」
は、いわきを出た若者、いわきに関心のある若者が気軽に集ま
ることができる、そんな場を目指しています。2019 年度は、
2020年２月８日(土 )に首都圏在住の若者向けの「いわき大新
年会 (仮 )」を東京都港区で実施し、約60名が参加しました。

2019 年９月１４日 (土 )に、いわき市役所との共催で「いわき
市まちづくり・未来づくり講演会」を開催しました。宮城県石
巻市で活躍する若手女性起業家の渡邊享子さんをメインゲスト
に迎え、「地域で楽しく生きるための新しいコトのはじめ方」
をテーマとした講演会に、４２名の方が集まりました。

タタキアゲジャパンの運営するコワーキングスペース「TATAKIAGE BASE 
( タタキアゲベース )」では、毎月１回、計１２回のフリーオープンデーを
開催しました。2019 年度も、タタキアゲベースの見学、アクションに関す
る相談などさまざまな目的でご参加いただき、つながりづくりと新たな活動
の後押しとなりました。

第１回浜魂納涼祭では、気軽に交流しながら４年間の浜魂を振り返るトークイベン
トや、浜魂登壇者の中から活躍している方を表彰する「浜魂アワード」の発表など
を実施しました。約５０名の方に参加いただき、たくさんの交流が生まれた１日と
なりました。

【インターン受入企業】
NPO法人ザ・ピープル、あらたな
ALATANA((株) HealtheeOne)、
いわきコンピュータ・カレッジ、
託児所 キャンディきっず、NPO
法人カタリバ、浜風きらら、 ( 一
社 ) とみおかプラス、i-step(株)、
(一社)ふるさとと心を守る友の会、
(学 )明照学園、ゆにいく(株)、
NPO法人 中之作プロジェクト

● TEA TO EAT
　　「スパイスカレーのブランディング」
● i-step株式会社
　　「障がい者雇用をチカラにしたまちづくり」
● 丸又蒲鉾製造有限会社
　　「蒲鉾商品の販路拡大・イメージ向上」

浜通り地域の企業が抱えている経営課題に対し、学生と経営者が協働して解決に取り組む実践型イ
ンターシッププログラム。2019 年度は、春夏合わせて13のプロジェクトをコーディネートし、
全国各地から31名の学生が参加しました。　

「地域経営基盤の強化 ×UIターンの促進」を目的としたプロ人材コーディネート事業
をスタートしました。企業の現状をヒアリングし、そこから経営課題を抽出し、案
件化。その後、首都圏などで活躍するプロ人材を募集し、マッチングします。伴走
サポートをしながら、企業の経営力強化や浜通り地域における新たな産業の創出を
目指します。2019年度は、首都圏を中心に活躍しているプロ人材と地域企業をマッ
チングし、３つのプロジェクトをコーディネートしました。

NPO

NPO

NPO

第1回浜魂アワード受賞者
　● 草野壱成さん（いわき若者会議実行委員長）
　● 和田幹之さん・絵美里さん（TEA TO EAT）
　● 高萩登志子さん（カエルかえるカフェ 小川町店）

※本プロジェクトは、いわき産業創造館が推進する「2019年度 いわき市産業イノベーション創出支援事業」です。

一 社 一 社
NTTドコモグループ
楢葉町研修
楢葉町役場での NTT ドコモグループの研修をコーディネート
しました。課題解決力を身に付けることを目的とした、全 4
回のプログラムを 2019年 8月から 11月の 4か月にわたり実
施。２年目となる今回の研修では、楢葉町が抱える課題をテー
マに、アウトプットの精度を上げてより具体的で実現可能性が
高いプランを作り上げることにこだわりました。

NPO 一 社

NPO 一 社

NPO 一 社
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浜魂アワ
ード設立

!

いわき市まちづくり未来づくり講演会
[地域で楽しく生きるための
  新しいコトのはじめ方 ]

Photo：橋本栄子Photo：橋本栄子 Photo：橋本栄子Photo：橋本栄子



WEBサイトリニューアル
2020 年 3 月に、タタキアゲジャパンの公式サ
イトを全面リニューアルしました。
今回のリニューアルでは、私たちが取り組むプ
ロジェクトを分かりやすくお伝えできるよう、
デザインや構成を一新しました。同時に、福島
県浜通りで活躍するプレーヤーの皆さまのご紹
介を通して、この地域の魅力や盛り上がりを感
じてもらえるよう、インタビュー記事を充実さ
せました。さらに、プレイヤー紹介ページも、
より分かりやすく、そして検索しやすく変更し
ました。ぜひご覧ください。

正、賛助会員費。
中心市街地活性化事業で市から受けている助成金。
コワーキングスペースの利用料、浜魂収入、前期未収金の着金、ＵＶ
プリンターのレンタル費売上など。
公演やセミナーの講演収入など。
内、２７０万円は、一般社団法人 TATAKIAGE Japan への委託費。
（２０１９年６月の第８期総会で承認）
６月までは３人分の理事報酬、７月からは１名の理事報酬。
（２０１９年７月の臨時総会で承認）
内、１２０万円は中心市街地事業で活用しているＵＶプリンターの
リース代、７１万円は建物の減価償却費。

会員数 推移

2015

24人

51人

65人 66人
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90
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タタキアゲベース利用者 推移

6 7

2019年度財務会計報告 Financial Statements 2019年度報告 2019 Report

2020年度計画 2020 Plan

受取会費
科　目 金　額　(単位：円 )

受取助成金等

その他収益
経常収益計

事業収益

360,000
886,000

126,739
4,029,833

2,657,094

私は、定款 15 条 5 項に基づき、特定非営利活動法人 TATAKIAGE Japan の 2019 年度（2019 年
4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）の事業報告書及び計算書類（財産目録、貸借対照表及び収
支計算書）について監査を行った。

私は、理事の業務執行の状況に関する監査に当たっては、理事会に出席し必要と認める場合には質
問を行った。また、経営の状況及び財産の状況に関する監査に当たっては、証拠書類の閲覧、照合、
質問等の合理的な保証を得るための手続きを行った。

監査の結果、法人の業務は法令、定款及び 2019 年度の活動方針、事業計画に基づき適正に執行され、
会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正に処理されているものと認められた。

よって、私は、上記の事業報告書及び計算書類が、特定非営利活動法人 TATAKIAGE Japan の
2020 年 3 月 31 日をもって終了する事業年度の業務執行の状況、経営の状況及び同日現在の財務状
態を適正に表示しているものと認める。

2020年度は、NPO 法人と一般社団法人をさらに有機的に連携させることで、効果的に地域のコーディネート事業に取り
組みつつ、地域で育ってきたプレイヤーの活動の場を展開すべく、新たに地域のプロデューサー事業に着手いたします。
2020年度の事業方針は、以下の 2点です。

2019年度は、一般社団法人 TATAKIAGE Japan との連携のもと、いわき市を中心とした浜通りのプレイヤーとのネット
ワークの拡大、また浜通りの新たな動きを作るコミュニティの形成に取り組みました。賛助会員は 2019年度の 1 年間で
１２名増え、現在８０名の会員の皆さまにご支援いただいています。また、コワーキングスペース「タタキアゲベース」
の利用者数も年々増加しています。

■ 地域コーディネーターから地域プロデューサーへ
　　　足がかりとなる、大工町公園チャレンジモール事業に着手します。

■ 会員とのコミュニティ強化
　　　コミュニティに目的をもたせ、会員の皆さまにタタキアゲジャパンの各事業に
　　　関わっていただく機会を増やします。

監 査 報 告 書
2020 年 5月 19日

特定非営利活動法人 TATAKIAGE Japan 監事　佐藤 直美

経常費用計
当期経常増減額
税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

科　目 金　額

3,760,744
3,760,744

0

3,035,349
5,264,580

2,229,231

9,025,324
△4,995,491
△4,995,491

72,014
△5,067,505
5,589,943
522,438

経 

常 

収 

益
事業費 人件費

事業費計
その他経費

管理費 人件費

管理費計
その他経費

経 

常 

費 

用

資 

産 

の 

部

1,192,523
14,917

2,217,714流動資産 現金・預金

その他流動資産
3,425,154流動資産合計

売上債権 (未収金 )

5,000
2,143,916

2,138,916

5,569,070資産の部合計

固定資産 有形固定資産

固定資産合計
投資その他の資産

科　目 金　額

負 

債 

の 

部

500,000
10,800

334,832流動資産 未払費用

従業員預り金
201,000未払法人税・未払消費税等

1,046,632流動負債合計

短期借入金

△5,067,505
5,589,943前期繰越正味財産

当期正味財産増減額

4,000,000
4,000,000

5,046,632負債の部合計

522,438正味財産合計
5,569,070負債及び正味財産合計

固定負債 長期借入金
固定負債合計

正味財産
の部

活動計画 自 平成 31年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31日

賃借対照表 令和 2年 3 月 31日 現在

https://tatakiage.jp▶▶
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当期経常利益はマイナス約５００万円を計上だが、これは、２０１９
年に設立した一般社団法人 TATAKIAGE Japan が、今後行政等から
の委託事業を受けていく過渡期として、NPO 法人 TATAKIAGE 
Japan で受けている業務を一般社団法人 TATAKIAGE Japan に業務
委託したことが大きい。NPO の主力事業（会員管理、コワーキング
スペース運営、浜魂など）の管理会計上では、マイナス６４万円であり、
来期 (２０２０年度 )は、単年度黒字の計画である。



特定非営利活動法人TATAKIAGE Japan
一般社団法人TATAKIAGE Japan

会員・連携先の声 Voices for TATAKIAGE Japan

〒970-8026 福島県いわき市平字白銀町 2-10　夜明け市場 2階
Email：info@tatakiage.jp
Website：https://tatakiage.jp

Facebook TwitterWebsite
全面リニューアルしました！

　2019年度、TATAKIAGE Japan は、浜魂
や地域実践型インターンシップに加え、新た
にプロ人材コーディネートに着手、首都圏か
ら第一線で活躍するマーケティングなどのプ
ロ人材を招聘することにより、地域企業のブ
ランディングなど経営高度化に取り組みまし
た。これに伴い、アントレプレナーの発掘・
支援や、学生目線による地域企業の課題解決
から、プロ人材による地域企業の経営高度化
へ事業フェーズをより難易度の高い方向へシ
フトさせたといえるでしょう。
　今後も、トライアル＆エラーを積み重ね、
地域共通の価値を創造する「*CSVプラット
フォーマー」としての活躍を期待しています。

　2017年より地域実践型インターンに教育
担当として参画しています。理事の小野寺さ
ん・松本さんのお人柄と志に共感してのご縁
ですが、タタキアゲの周りではたくさんの素
敵な方々が日々一緒に動いており、いわき・
浜通りの「若者」（年齢ではなく気持ち）が、
どんどんつながっている様に感じます。そこ
からは有形無形の取り組みや事業が生まれ、
いわき・浜通りの力になっていると拝見して
います。
　またビジョンの実現に向けて、柔軟に対応
しつつも粘り強く・地道に「継続する姿勢」
にはいつも学ばせて頂いています。
　チームも厚くなり、いわき・浜通りの未来
に熱い思いを持ち続けるタタキアゲの皆さん
を、これからも応援します！

　港町の景観保持と空き家の活用によるまち
づくりを試みるNPO法人中之作プロジェクト
では、2020年の 2 月～ 3 月に地域実践型イ
ンターンで３名の学生を受け入れ、地域の空
き家調査と活用の可能性について考えるプロ
グラムを行いました。最初にお声掛けをいた
だいた時から、インターンプログラムへの助
言、期間中のサポートや終了後の振り返り作
業まで、とても丁寧にそして熱意を持って支
えていただけたことをとても感謝しています。
　JUST IDEA ！なヒラメキから、 人知れず
胸の内であたため大切に育ててきた情熱ま
で、 一人ひとりのなかにある、きらめくもの
を見逃さないで、 育てたり、磨きをかけたり、
つなげたり… TATAKIAGE Japanは、そんな
Space なのです。 

有限会社
クルーズ
プランニング
[取締役 ]

石川 香里 さん

NPO法人
中之作プロジェクト

[事務局 ]
十中八九
[制作 ]

前田 優子 さん

公益社団法人
いわき産学官

ネットワーク協会 
[ 事務局次長 ]

荒木 学 さん

　「若い世代が集まって何だか面白そうな
ことやっているなぁ」と思って参加し た
TATAKIAGE Japan のプロジェクト、浜
魂。登壇者プレゼンは斬新で面白い企画や
ぶっ飛んだ企画もあれば、これは地域に
とってすごくいい企画 ! と思うようなもの
まで 多種多様。今まで考えてもみなかっ
た事にイメージを膨らませるうちに、「あ
～町づくりっ てこういうマインドとアク
ションの積み重ねが人を巻き込み、モノが
でき、お金を動かして 創られていくのだ
な」と思いました。こんなにド真面目に地
域の事を考える人たちがいる事 はいわき
の誇りなのかも。TATAKIAGE Japan の
最大の魅力は、その本気さが穏やかな関わ
りの中で繋がり広がり自然と人が集まる事
なのだと思います。これからも応援します。

*CSV(Creating Shared Value)：社会のニーズや問題に取り組むこ
とで社会的価値を創造し、同時に、経済的価値が創造されるという
アプローチである＜Harvard Business Review ( ハーバード・ビジ
ネス・レビュー ) ２０１１年６月号 [ 雑誌 ] より＞

◆ 新たな連携・協働を模索されている個人・企業・団体の皆さまからのご相談を受け付けております。まずは お気軽にご連絡ください。

NPO法人タタキアゲジャパン賛助会員募集中！
タタキアゲジャパンの活動に賛同し、支援していただける方を広く募集しています。
ご寄付いただいた会費はタタキアゲジャパンの各種活動に活用させていただきます。

入会希望の方は、メール（ info@tatakiage.jp ）
宛に「お名前、ご住所、お電話番号」をお知らせ
いただき、下記口座へ会費をお振込みください。

【特典】
コワーキングスペース
TATAKIAGE BASE の
基本料金 (2,200 円 / 年 )
無料

【お振込先】
　　ひまわり信用金庫　本店営業部
　　普通　1148052
　　トクヒ）タタキアゲジャパン 

個 人
会 員

法 人
会 員

年会費 一口 3,000 円

年会費 一口 6,000 円

賛 

助 

会 

員

アケハナ株式会社 
[ 代表取締役 ]

加藤 郁生 さん

@tatakiage @TATAKIAGEJapan


