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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

　2013年に立ち上がったタタキアゲジャパンは、今年で 10期目を迎えます。

　9期目となった 2020年度は、新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、私たちができることを摸索し続けた 1年でした。

　浜魂は、規模を縮小してオンラインでの開催に。8 回目、9 回目を迎えた地域実践型インターンシップは、オンラインとオフ
ラインのハイブリット型に。プロ人材コーディネートは完全オンラインに。そして、いわき若者会議は、オンラインで双方向性
のコミュニケーションをとりながら。オンラインでも質を担保できるよう、さらにはオンラインだからこそ挑戦できるスタイル
に取り組み、さまざまな事業を通じて、場作りやコーディネート、人材育成に取り組んできました。

　そして 2020 年度から新たに取り組んだのが、エリアリノベーションによるまちのプロデュース、「Park+ ( パークプラス )」
です。パークプラスでは、「屋外を日常に」をテーマに掲げ、いわき駅前中心市街地の２つの公園（大工町公園、平中央公園）で、
飲食や雑貨の出店や音楽ライブを開催。近隣住民の皆さんに屋外を日常の一部として楽しんでいただく場を提供しました。

　同時にこれは、いわきで事業を展開する方向けのサポートの場でもあります。これまでイベント出店をしたことのない店舗が
収益の拡大を図ったり、固定店舗の PR の場として利用したり、また、新たに飲食事業を始めてみたいという方にトライアルの
場として活用いただくことが狙いです。

　さらに、コロナ禍で、お客さんのいる場に移動して営業することのできるケータリングカーの需要が全国的に急増する中、レ
ンタル型のキッチンカー「Park＋Diner（パークプラスダイナー）」を導入しました。キッチンカーでのテイクアウトメニューの
販売など新しい業態を模索されている飲食店の方、新規創業をお考えの方に対して、手軽に利用できるレンタルキッチンカーで
営業への手応えや課題を掴んでいただき、創業支援、業態転換のサポートができればと考えています。

　2020 年度は「令和 2 年度 歩いて暮らせるまちづく
り強化プロジェクト ( いわき市中心市街地活性化協議
会委託事業 )」として、福島県、いわき市、いわき市中
心市街地活性化協議会、いわき商工会議所などのご協
力のもと、社会実験を兼ねて開催したパークプラスで
すが、2021 年度は、自主事業として引き続き内容を
拡大して開催していきます。

　2021 年度も、地域で活躍するプレイヤーの皆さま
とともに、パークプラスをはじめとしたさまざまな事
業に取り組み、オンライン・オフラインのハイブリッ
トでの支援を継続し、人を育て、そして地域を育てて
いきます。

ご挨拶
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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：『パークプラス』

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

エリア活性化



プロジェクト一覧

オンライン浜魂

いわき地域の復興と未来を考え
る交流拡大事業

いわき若者会議地域実践型インターンシップ

Park+ / パークプラス

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。2020年度は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、オンラインでディスカッション
の場を設ける「オンラインミニ浜魂」を７月に初開催。田人町
に移住した下條さんご夫妻をゲストに迎え、田人町の「仏具山」
を題材に、いわき市の山の活用や場づくりについて参加者と一
緒に考えました。いわき市・双葉郡を中心に県内外からも計
17名が参加しました。

いわき地方振興局主催の本事業の事務局を運営し、「共生」、「交
流」の２つのワーキンググループをコーディネートしました。
活動内容の共有のため、2021 年３月７日（日）にいわき PIT
およびオンラインにて成果報告会を開催しました。交流ワーキ
ンググループからは、いわき市の観光振興につながる事業を行
う研究団体、「いわきツーリズムラボ（Iwaki Tourism Lab.）」（事
務局：タタキアゲジャパン）が新たに立ち上がり、団体として
の活動を本格始動しました。
今後は、この土地ならでは
の地域資源を活かした「ま
なび」のある観光・交流コ
ンテンツの企画・実施など
を進めていく予定です。

【インターン受入企業】
i-step株式会社、あかい菜園株式
会社、株式会社かねまん本舗、 株
式会社キャンディきっず、有限
会社クリエイティブ・ロダン、
一般社団法人ふるさとと心を守
る友の会、中央台みらい会議、
トラスト企画株式会社、株式会
社dreamLab、Guesthouse & 
Lounge FARO iwaki

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。2020 年度は、復興庁主催の「復興・創生インターン」において、いわき市および
双葉郡南部の企業・団体の 11プロジェクトをコーディネートし、 全国各地から２期合計 36名
の学生が参加しました。 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則オンラインでの開催となり
ました。i-step(株 )のプロジェクトでは、「Kick OFF」と連携し、移動販売車両を購入するための
クラウドファンディングを実施しました。

　Park＋（パークプラス）は、2020年 10月に新たにスタートした、エリアリノベーショ
ンによるまちのプロデュース事業です。まちなかにある公園や駐車場など、有効活用さ
れていない空間（Park) に、ちょっとだけ何かをプラス（＋）して、オープンエアで楽しい、
新しいまちの日常を作ります。同時に、中心市街地で新たな事業にチャレンジしたい飲
食店や製造小売業者向けに、出店機会やマーケティングの場を創出します。
　2020 年度は、平中央公園と大工町公園の 2ヶ所で開催。平中央公園では、2020 年
10 月～2021 年 2 月の平日に開催し、合計14店舗の飲食店が出店しました。大工町
公園では、2020 年 10 月～2021 年 2 月の第 2、第 4 日曜日に開催し、合計37店舗
の飲食店や雑貨店等が出店しました。また文化コンテンツとして、アーティストによる
演奏やパフォーマーによる演出、お絵描きコーナーなども実施しました。大工町公園に
は平均で約500名、最大で約800名の来場者が訪れ、空間的・時間的な広がりをもっ
て、街中を回遊する、新しい形の「 賑わい」を中心市街地に作り上げました。

ふくしまチャレンジライフ推進
事業（いわき地域）
いわき地方振興局が主催する本事業のコーディネートを担当し
ました。いわき市と周辺地域での仕事体験やアクティビティ、
現地住民との交流を通して「いわきで暮らす」体験をし、移住
を推進するプログラムです。農業体験、プチ漁師体験、鮭の合
わせ網体験など海・山・川の地域の暮らしと仕事を体験できる

6 つの滞在プログ
ラムを２０２０年
１１月に実施し、
東京、神奈川、千
葉、茨城などから
17名が参加しま
した。
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プロ人材
コーディネート

● TEA TO EAT
「 TEA TO EATのカレーをいわき市から全国へ！
  マーケティング戦略立案・販路拡大プロジェクト！」

● 学校法人明照学園
「 家族経営からの脱却！より成長できる組織づくりを
  共に考える、人材育成・組織開発のプロ募集！」

タタキアゲジャパンが経営者と共に経営課題を考え、課題に適
したプロフェッショナル人材をマッチング。プロジェクトの伴
走支援をしながら、課題解決に取り組みます。2020年度は、
以下のプロジェクトをコーディネート。各プロジェクトに１０
名以上の応募があり、地方での活動への関心の高さがうかがえ
ました。

元日清食品のプロ人材と共に販売戦略を策定。さらに、販売
計画を達成するためのリブランディングを首都圏で活躍する
グラフィックデザイナーと実現。

元星野リゾートのプロ人材
と共に人事戦略や組織改革
に着手。

ウィークリー
オンライン相談室
週 1 回の相談日を設け、地域のプレイヤーの皆さまの活動や
新たなチャレンジに関する相談をオンラインでお受けしまし
た。オンライン相談室でのディスカッションが、７月のオンラ
インミニ浜魂の実施や新たな地域プレイヤーの発掘にもつなが
りました。

コーディネート

コーディネート コーディネート

コーディネートコーディネート

エリア活性化

場づくり

場づくり

Projects

Instagram

Facebook

SNSをチェック
!

▲ Instagramで日々の出店者やメニュー情報を
　 発信しています！

いわき市が主催しタタキアゲジャパンが大学生と共に運営する
「いわき若者会議」では、2021 年 2 月 6 日（土）・20 日（土）
の 2 日にわたり「第１回おうちでいわき」を開催し、いわきに
関心がある若者といわきで活躍する社会人が交流する場を設け
ました。新型コロナウイルス感染拡大防止のため初のオンライ
ン開催となりましたが、日本各地、また海外から 48名の若者
が参加。一方向の発信にならないための工夫もされ、質問箱ツー
ルを使って参加者とチャットで交流しながら配信し、参加者と
双方向の楽しいコミュニケーションが繰り広げられました。



TATAKIAGE BASEリニューアル

正、賛助会員費。

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。
持続化給付金。

内５７万は一般社団法人 TATAKIAGE Japan への業務委託費。

建物の減価償却費、ＵＶプリンターリース料など。

会員数 推移
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10
20
30
40
50
60
70

90

110
120

100

(人数 )

80

2016 2017 2018 2019 2020 (年度 )

TATAKIAGE BASE利用者 推移
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NPO法人TATAKIAGE Japan 2020年度財務会計報告 Financial Statements NPO法人TATAKIAGE Japan 2020年度報告 2020 Report

TATAKIAGE Japan 2021年度計画 2021 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
0

2,039,113
4,474,759

2,075,646

私は、定款 15 条 5 項に基づき、特定非営利活動法人 TATAKIAGE Japan の 2020 年度（2020 年
4 月 1 日から 2021 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 2020 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
2021 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。

以上

　2021 年度は、新たにこの地域で活動したいと考える次世代のプレイヤーの発掘・育成に注力し、コロナ禍においても、
オンライン・オフラインのハイブリットで支援を継続し、地域に良い循環を生み出します。

　2020 年度は、NPO法人 TATAKIAGE Japan と一般社団法人 TATAKIAGE Japan を連携させることで、効果的に地域
のコーディネート事業に取り組みました。また、新たに地域のプロデュース事業として、地域で育ってきたプレイヤーの
活動の場を展開すべく、公共空間・遊休不動産を活用する「Park＋」に着手しました。
　賛助会員数は 100 名を超えましたが、いわき市内でも新型コロナウィルスの感染が拡大したため、コワーキングスペー
ス「TATAKIAGE BASE」の利用者数は減少しました。

■ オンライン相談室の定期開催
　月に 2回、オンライン相談室を開室し、浜通りで活動する方、
新規で事業を始める方、移住者らからの相談を受け、次世代
のプレイヤーを発掘します。これまで培ってきたノウハウと
ネットワークを生かし、すでに地域で活躍しているプレイヤー
と新規プレイヤーをつなげるとともに、次世代プレイヤーが
チャレンジできる場として、既存の事業を活用し、次世代プ
レイヤーがチャレンジしやすい環境づくりに取り組みます。

■ 観光分野における取り組み
　いわきの観光を考える研究団体、「いわきツーリズム
ラボ」の事務局運営を開始します。いわきにおける新た
な観光の可能性を模索し、既存の事業と掛け合わせなが
ら地域に新しい人の流れ、動きを作り出します。
　すでに、地域で活躍するゲストに学ぶトークサロン「た
だいま研究中」を２度開催し、YouTubeやnote で発信
するなどの活動を始めています。 

監 査 報 告 書
2021 年 5月 27日

監事　菅波 香織

特定非営利活動法人 TATAKIAGEJapan
理事長　小野寺 孝晃 殿

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

1,397,918
1,397,918

0

2,811,054
3,241,054

430,000

4,638,972
△164,213

雑損失 233,422
△397,635
72,020

△469,655
522,438
52,783

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

803,828
9,220

3,596,388流動資産 現金・預金

その他流動資産
4,409,436流動資産合計

売上債権 (未収金 )

5,000
1,430,946

1,425,946

5,840,382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

0
0

1,899,799流動資産 未払費用

従業員預り金
187,800未払法人税・未払消費税等

2,087,599流動負債合計

短期借入金

△469,655
522,438前期繰越正味財産

当期正味財産増減額

3,700,000
3,700,000

5,787,599負債の部合計

52,783正味財産合計
5,840,382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 令和２年 4 月 1 日 至 令和３年 3 月 31日

賃借対照表 令和３年 3月 31日 現在
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　利用者の皆さまの利便性向上のため、またコロナ
禍でも安心してお使いいただくため、コワーキング
スペース・TATAKIAGE BASE を一部リニューア
ルしました。
　集中エリアに個人ブースを 6 席新設。ブースで仕
切られているため、個人作業に集中することができ
ます。集中エリアは、「集中プラン」「住所利用プラン」
「法人登記プラン」の方のみご利用いただけます。
また、コワーキングエリアと集中エリアの椅子をグ
レードアップしたほか、プリンター、プロジェクター
も入れ替えました。
　ワークスタイルに合わせ、コワーキングエリア、
集中エリア、会議エリアの 3 エリアを組み合わせて
ご利用ください。
＊詳細は 10ページをご覧ください。

当期経常利益は、マイナス約１６万であるが、建物の減価償却費が 
７１万円であるため、キャッシュフロー上ではプラスである。

コワーキングエリア

集中エリア

個人情報保護のため、押印は原本のみとし、印影を省略します。

実際の仮払消費税算出額＞みなし仕入控除税額による、「消費税差損」。



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

レンタルキッチンカー「Park+Diner（パークプラスダイナー）」のご利用について

NPO法人TATAKIAGE Japan賛助会員募集中！ Supporting Members

コワーキングスペース TATAKIAGE BASE Coworking Space

お問合せ先 Contact Us

　はじめて「TATAKIAGE BASE」を訪れた
のは、会社を辞めた次の日のこと。無謀にも
「これからフリーでやっていきたい」と小野
寺さんに話すと「おめでとうございます！」
と声をかけてもらえ、未来がパッと明るく照
らされた気がしました。
　その後ご縁があり、約半年間タタキアゲジャ
パンの広報をお手伝いさせてもらうことに。
グッドインパクトプレーヤーの方たちに取材
させてもらう機会をいただきました。改めて、
浜通りには、町を面白くしたい！と熱量を持っ
てアクションを起こしている魅力的な方たち
がいることを知るとともに、タタキアゲの活
動の素晴らしさを実感しました。「町がつまら
ないと嘆くより、自分たちで面白くすればい
い！」タタキアゲの想いや活動が広がること
を期待して、これからも応援し続けます。

　浜魂から始まり、がっつり浜魂、地域実践
型インターシップ、プロ人材コーディネート、
パークプラス事業まで、多くのプロジェクト
に参加させていただきました。
　「タタキアゲにしかない！」と思うのは、
一方的な提案ではなく、会話をしながら一緒
に課題を考えてもらえるところです。困りご
とに適した人材を柔軟にコーディネートして
くれ、紹介だけでなく、その後も継続的にサ
ポートしてもらえます。そのため、プロジェ
クトがスムーズに進まないときも軌道修正し
てくれ、いつも不安を解消してもらえます。
また、こちらの提案も積極的に取り入れ、工
夫し、不可能を可能にする努力をしてくれま
す。この地域や事業者にここまで密着した
コーディネート団体は他にはなく、一事業者
では叶えられないことも実現できる、とても
力強いサポート体制が魅力です。

フリーライター

奥村 サヤ さん

◆ 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。

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。

この地域で何かやりたいという思いを持った人の次の一歩をサポートするた
めにこの場所を作りました。仲間やキーマンとの出会いの場として、アクショ
ンを始める拠点として、仲間とアクションを進めていく基地として、この場
所での出会いとつながりがあなたの次の一歩を後押しします。

コロナ禍の中、新しい業態を模索されている飲食店の皆さま、キッチンカーでの新
規創業をお考えの皆さまに対して、手軽に利用いただけるレンタル型のキッチンカー
サービスを開始しました。出店までのコンサルテーション付きですので、キッチン
カーでの営業のノウハウがない方にも安心です。お気軽にお問い合わせください。

数時間だけの利
用でもお気軽に
どうぞ！

●コピー /プリント　A4カラー 20円、白黒 10円　A3カラー 40円、白黒 20円
●FAX　1枚 10円
＊１　団体会員は料金が 2倍で、記名 3名様までご利用いただけます（ロッカーは 1か所のみ）。
＊２　平日 10:00 ～ 18:00 はコワーキングエリアのイベント利用、貸切はご利用いただけません。
＊３　会議エリアは 6名までご利用いただけます、会員以外の方も同席できます。何名様のご利用でも同じ料金となります。

料金は税込み表示です。
〇は月額料金内で利用可、×は利用不可

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。

【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 

＜ご利用料金＞
●初回：10,000円～ /1日
　（ガス、ガソリン、電気代、出店に
　 向けたコンサルテーションを含む
　 金額となります）
●2回目以降：3,000円～ /1日

個 人

法 人

年会費 一口 3,000 円

年会費 一口 6,000 円

TEA TO EAT
代表

和田 幹之 さん
　 絵美里 さん

@tatakiage @TATAKIAGEJapan

　令和２年度、タタキアゲジャパンには、「歩
いて暮らせるまちづくり強化プロジェクト事
業」において、厳しい環境下にある個店に新
たな事業機会を創出する「パークプラス」を
展開して頂きました。この事業は、商工会議
所、市、県の３者が共同で予算を出し、中心
市街地の活性化を目指したもので、コロナ禍
で実施が危ぶまれましたが、「今だから、や
る意義がある」という小野寺代表の熱い想い
がメンバーを動かし、実行に至ることができ
ました。　特に、Park＋Diner の導入は、厳
しい状況に追い込まれた飲食店等に希望を開
き、未来への可能性を提示しました。タタキ
アゲジャパンは、構想力と現場力において比
類稀な組織だと思います。これからも、新た
なチャレンジに期待しています。

いわき商工会議所
次世代産業グループ

課長

小野 順一 さん

　タタキアゲジャパン は、関わる人や企業、
地域の新たなスイッチを押してくれる場所で
す。浜魂では、チャレンジしたい人・企業の
後押しや仲間づくりを。地域実践型インター
ンシップでは、若い感覚で企業や地域に新し
い風を。プロ人材の活用では、企業の課題解
決のヒントや新たな価値を創造するイノベー
ションを。「タタキアゲ」の名のとおり、地
域のプレイヤー同士が繋がり、お互いが切磋
琢磨し、地道に力をつけ苦労した末に地域を
変えていく。そんな良い流れをこれからもこ
の浜通りに与え続けてください。

学校法人明照学園 理事長
九品寺 住職
専称寺 住職

遠藤 弘道 さん

9 10

2,200 円 / 1 時間
1,100 円 / 1 時間

3時間 /1日まで無料
10枚 /1 回まで無料
5枚 /1 日まで無料

月額利用料  ＊1

プラン

利用サービス

コワーキングエリア利用

コワーキングエリア貸切　＊2
イベント利用　＊2
集中エリア利用
会議エリア利用　＊3
コピー /プリント利用
FAX利用
マイカップ設置
ロッカー利用
郵便受取
法人登記

ー
280円 /3 時間
550円 /1 日

3,300 円 / 月

◯

5,500 円 / 月

◯

7,700 円 / 月

◯

11,000 円 / 月
年会費 3,000 円 / 年

一般プラン 月額プラン 集中プラン 住所利用プラン 法人登記プラン

◯

◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯

◯ ◯ ◯× ×

× ◯ ◯×
× × ◯×

550 円 / 1 時間
有　料
有　料
×
× 550 円 / 月
×
×

毎月６日以上利
用する方におす
すめ！

個人作業に集中
したい方におす
すめ！

郵便物の受け取
りが可能です！

TATAK I AGE  
BASE の住所で
法人登記が可能 !

NEW!!NEW!!

賛助会員

冷蔵冷凍庫やコンロ、発電機などの▶
基本的な設備を搭載済みです　


