産などは地域の魅力を高める
ための重要な手段だ。

術を活用して地域の価値を高
め、新たな価値を創造する可

Ｂリーグ×地方創生

し、課題を我が事として捉

域の魅力や強みを見つめ直

剤になり得る好事例といえ

スポーツが地域活性化の起爆

の取り込みなどに取り組み、

産学官連携、企業や関係人口

る先端的サービスの提供によ

複数の分野のデータ連携によ

ィ構想は、大胆な規制改革と

味でも重要だ。スーパーシテ

人々に就業機会を提供する意

あり、地方移住に関心を持つ

く間に増えるだろう。一方

ーナができれば関係人口は瞬

で地価も上がっている。アリ

ている。太田市は元気なまち

ても活用できるだろう。災害

イブやｅスポーツの会場とし

日は市民が使えるし、音楽ラ

う。バスケットの試合のない

国の制度を活用させてもら

ピタリティーの提供にはアリ

では限界がある。最高のホス

入れているが、既存の体育館

普及だ。音や光の演出に力を

での演出ができるアリーナの

え、エンターテインメント面

的には入場者数は平均４００

いとＢ１には行けない。具体

売り上げ等の基準を満たさな

した。アリーナや入場者数、

カテゴライズすることも決定

審査してＢ１、Ｂ２、Ｂ３を

Ａに次ぐ世界第２位のリーグ

を目指している。

バスケットの試合の興奮

ナ使用に自由度を持たせる等

づくりで新たな市場を拡大し

かさ、両方が体感できる会場

と、コンサートのような華や

になる。将来は欧州や中国の

日本に貢献していきたい。

億円、アリー

リーグの規模に追いつきＮＢ

０人、売上高

強さと事業力で「Ｂ１」
へ

え、自主的・主体的に取り組
る。世界遺産をはじめ、地域
り、世界に先駆けて未来の生

で、人口の独り占めではな

多くのファンを獲

吉田

時は祭りを運動公園でやって

の拠り所になること、また都

吉田

力について聞きたい。

阿久澤

察したが、会場に入っただけ

ームをめざしたい。
らコートが浮かび上がるよう

を開発し、製造品出荷額は北

３年で工業団地と市街化区域

ーズが活躍すれば住民に共通

も多い。群馬クレインサンダ

https://bizgate.nikkei.co.jp/innovation/

挨拶

「人」と「知」の流れ地方へ

むことが必要だ。これに当た
が誇る豊かな自然・文化は、
活を先行実現する丸ごと未来

能性を秘めたフロンティアで

ってはデジタル化や脱炭素化
地域の魅力や強みそのもの
都市を目指すものになる。幅

ーナの実現が鍵になる。様々

あることを端的に示すもので

等の新技術や考え方の導入も
だ。地域資源を生かし、人々

なイベントを通して地域に人

例えば北海道北見市はカー

有効な手段になる。
が訪れたい、住み続けたいと

Ｂリーグは２０１６年に開

が集まり、人口交流ができれ

リングを軸として市のＰＲ、

こうした変化を踏まえ、地
広い分野でのＤＸ推進は地域

幕した若いリーグで「バスケ

に対処するには地域住民が地

方への人の流れを創出してい
思える魅力的な地域をつくる

で日本を元気に」を理念に掲

ーナは防災・減災の基地局に

くヒューマン、地方創生に資

課題の解決や地域の魅力向上

もなる。モデルケースとなる

世代の４割強が地方移住に関

につなげていく、地方創生の

ることで地域活性化に貢献す

アリーナが今年の４月に沖縄

コロナ禍を機に、地方創生
また経済活性化や競争力強

ることを目指す。ミッション

必要がある。

ムがアフターコロナの新しい

は「世界に通用する選手、チ

するデジタルトランスフォー

地方創生の実現に向けて、国

メーション（ＤＸ）を推進す

ば経済効果は高くなる。アリ

含む中堅・中小企業の活躍

民的なムーブメントをつくり

心を持っている。東京一極集

クラブが活躍す

や、スーパーシティ構想の実

中を是正し、地方への力強い

げ、全国の

素の好循環を実現するグリー
現が鍵になる。地方における

は転換点を迎えつつある。東

切り札といえる。本フォーラ

ン。この３つを重点に据え、

でオープンした。収容人数は

京一極集中のリスクが改めて
化の観点では、ベンチャーを

新しい地方創生を進めていく

ームの輩出」「エンターテイ

るデジタル、地方創生と脱炭

一方で地域の課題は、人口

出す大きな一歩となることを

人と知の流れをつくるチャン

減少、少子高齢化、そして感
ベンチャーの活躍は、今や地

スだ。

ような仕事ができるという気
づきも生まれた。
必要がある。

８０００人で、米プロバスケ

染症に伴う課題が加わり多様

ットボール（ＮＢＡ）の会場

内閣府のアンケート調査に

ンメント性の追求」「夢のア

１９９７年創業の不動産流通

本日扱うスポーツ、世界遺

リーナの実現」の３本柱だ。

化・複雑化している。これら

Ｂリーグでは現在の構造を

にも負けていない。

祈念したい。

区に住む若い

して見てもらうための工夫

年からは事業力を

会社で２０１９年７月に群馬

見直し、

市から昨シーズン太田市へホ

で、選手レベルの向上に加

ームタウンを移転。今シーズ

群馬クレインサンダ

ーズについて聞きたい。

島田

対策の倉庫としても利用でき

断した。企業とスポーツクラ

る。

ブ、自治体、それぞれの成長

く、水戸や宇都宮など、北関

清水 若者、子供だけでな

東のまちが関係し合うことが

く、高齢者も呼び込める。ス

クレインサンダーズをＭ＆Ａ

リーナのＰ Ｒの機会が少な

（合併・買収）した。企業理

難しいだろう。Ｂリーグが明

コロナ禍でオータア
確な目標を掲げたことで我々

清水
２０２６年にスター

吉田

トする新Ｂ１リーグに、我々

ンはコロナ対応もあり難しい

長い間、野球に関

スポーツクラブを運

が期待できると考えている。

シーズンだったが、悲願のＢ

阿久澤

島田

ピード感のあるバスケットを

わってきたが、縁があって群

広く受け入れ結果に報いる組

く、まだ市民に広く知られて

大事になると考えている。

オープンハウスは

営する上での課題は何か。

想の形だろう。クラブやまち

住民に共通の喜び

も覚悟をもって踏み込めた。

念の一つ「やる気のある人を

吉田

織をつくる」が、経営参画す

高齢者が見ることで、また元

Ｔシャツを着て夢中になって

の未来について聞きたい。

気になるのではないか。

応援する高齢者の姿も見られ

バスケットボール界
リーナを全国各地に建設する

る。健康寿命にも貢献できる

得し、子供たちがサンダーズ

島田

いないのが現状だ。

機運が高まっているが、ほと

のでは。地方では、ファミリ

のグッズを身につけ、町の中

夢のアリーナ実現
Ａのような演出のできるアリ

んどのファンはまだアリーナ

ーでファンになる人も多い。

を持っている。太田市にＮＢ
行しているが、設営に時間が

ーナが完成すれば交流人口も

を体感していないので、その

オータアリーナが太田市に与

今は、体育館で興
バスケットボールを本格的に

生まれる。企業版ふるさと納

収 容 人 数 は５ ０ ０ ０

価値がわからないだろう。実

三位一体が一番の理

かかり、時間やコスト、労働

税を活用してアリーナ建設を

人で日本最大級のセンタービ

際に夢のアリーナに触れた

島田
環境が課題になる。音や照

全面的にバックアップしてい

ジョン、ＶＩＰルーム、ＶＩ

みんなで見て楽しめ

会場にはおそろいの
明、座席など、観戦料金に見

く考えだ。新アリーナを地方

Ｐラウンジも完備する。ＮＢ

清水

島田
やっていたこともあり、楽し

合う良いものを提供したい。

創生の象徴にして、全国の自

としては攻めの一手としてア
さは知っている。バスケット

会場をもっと魅力あるものに

治体や企業のモデルになりた

で自然と話題になるようなチ

オータアリーナの魅
は日本でも人気スポーツにな

して多くの観客に来てもらう

える影響と期待は何か。

島田
ると信じている。

には、これからが勝負だ。太

ら、リアリティーも生まれる

関係人口広げる

だろう。
に見える劇場型照明システム

心からの交流人口を増やす施

Ｂリーグの将来構想
では、新Ｂ１リーグに入るた

いるよ、というような雰囲気

島田

Ａのような選手専用ロッカー
市長になって

めには基準を満たすアリーナ

でワクワクした。群馬クレイ

アリーナが太田市民
ＡＲＥＮＡ（オ

バスケット観戦に適

を採用し、最高の観戦環境、

23

吉田
したＯＴＡ

が必要条件になる。この基準

て、バスケットの試合がある
学校開校など新しいことに取

ータアリーナ）建設も動き出

策も打ち出していきたい。

沖縄のアリーナを視
り組んできた。まちづくりで

にしていきたい。

を活用したアリーナ建設につ

は改正され、よりよい制度に

の喜びが生まれる。満足度を

関東で１位になる。昼間人口

なっている。例えば１社が１

高めるためにアリーナを活用

企業版ふるさと納税

事業、１地域に使えば全国の

い。

に貢献し日本を元気にした

Ｂリーグで地方創生

地方がよみがえるはずだ。企

アリーナ建設は企業

島田

したい。

吉田

積極活用してほしい。

業にとって有利な税制なので

清水

いて補足はあるか。

太田市ではこの２、

ンサンダーズの試合に毎週行

太田市長

清水

プレー環境を満たした新アリ

ーナになるといい。

清水 聖義氏

企業版ふるさと納税
ーナが、太田市運動公園に

吉田 真太郎氏

島田

をクリアするのに苦労してい

阿久澤 毅氏

きたいと思ってもらえるアリ
る自治体もある。

年春に完成予定だ。

群馬プロバスケットボールコミッシ
ョン取締役／オープンハウスディベ
ロップメント常務執行役員

建設にはオープンハ

中途半端な経営では

清水

ウスの企業版ふるさと納税と

吉田

した。

島田

化していきたい。

ルームもつくりたい。客席か

清水

年。

い。

阿久澤

2 年ぶりの開催となる「B.LEAGUE FINAL 2020-21」が 5月29・30、6 月1日、横浜ア
リーナで行われ、宇都宮ブレックスと千葉ジェッツが対戦した
田市と連携してこの部分を強

る決め手になった。大学まで

© B.LEAGUE

も初年度から入るという目標

１昇格を果たした。

ふるさと納税で価値創造

特に課題になるのが、来場

方こそが自らの持つ発想や技

認識された一方、テレワーク

一億総活躍担当 まち・ひと・しご
と創生担当 内閣府特命担当大臣
（少子化対策 地方創生）

が普及し地方でも都会と同じ

坂本 哲志氏
馬クレインサンダーズの社長

パネルディスカッション

よると、東京

B.LEAGUE チェアマン

は人が一番大事になる。子供
すい環境づくりに重きを置い

群馬プロバスケットボールコミッシ
ョン代表取締役社長

https://channel.nikkei.co.jp/chihou202107/

12

の価値向上にもつながると判

日経チャンネルで無料配信中▶▶▶

日経地方創生フォーラム「アフターコロナの地方創生」は
右記日経チャンネルで無料オンライン配信しています。

36

たちの環境を整え、定住しや

英語や芸術、スポーツの専門

これまで太陽光発電団地や、

25

【主催】日本経済新聞社
【後援】内閣府
【協賛】清水建設 中小企業基盤整備機構

新たな構想・政策を

島田 慎二氏
26

23

に就任した。当クラブは前橋

群馬県太田市で建設が進む「OTA ARENA」
（完成イメージ）

アフターコロナの
地方創生

世界に先駆けて超高齢化が進行する日本。多くの課題と向き 合い、克服を 目指
す中で、企業版ふるさと納税やデジタル革命など、政策や新たな構想 をいかに効
果的に実装して地方創生に結び付けるか。
日本経済新聞社は７月 日に、
コロナ後
の社会 を 見据え具体的事例から持続可能な 経済循環 を 考えるフォーラム、「アフ

スーパーシティ構想のイメージ図

活の質）を向上するために

で人口減少を補いＱＯＬ（生

一つが地方創生だ。地方創生

課題先進国であり、解決法の

人口減少に直面する日本は

便性や安全性を向上させる。

育、防災まで幅広い分野で利

物流、観光、医療介護、教

用し、行政手続きから移動、

だ。ＡＩやビッグデータを活

野での先端的サービスの提供

ず生活全般にまたがる複数分

ト化により１００歳になって

を驚かせた。農作業のロボッ

ぞろいの提案内容が選定委員

団体から応募が寄せられ、粒

を大きく上回る

切られた初回の公募では予想

方針である。この４月に締め

太方針・成長戦略２０２１の

地域構築することが政府の骨

世界文化遺産×地方創生

考古ファンだけでなく、幅広
い見学者層が遺跡を訪れるよ

意が世界遺産効果に大きな影

地元の知恵と工夫、そして熱

うな取り組みも求められる。
考古学的遺跡群と評価されて

話題に取り上げられる機会が

み、世界遺産への登録前後に

場、岩手県の平泉などは軒並

見ると、群馬県の富岡製糸

きっかけになる。先行事例を

点で様々な取り組みの大きな

や地域づくり、人づくりの観

れだけではいずれ飽きられて

化していくことが大切だ。そ

を高めて知名度を上げ、活性

まずは遺跡群そのものの魅力

がある。地域の活性化の前に

影響効果が大きいという傾向

かった地域ほど、登録による

これまであまり有名ではな

響をもたらすだろう。

県・岩手県の北部にかけて全

しまうため、縄文遺跡以外の

る世界遺産そのものへの負の

増え、見学者や観光客も多く

発掘や情報発信など、持続的

ていくことが大事だ。

日、「北海道・北

※ユネスコの世界遺産委員

会は７月

東北の縄文遺跡群」の世界文

い。長きにわたる保全の責任

を負うことにもなるため、地

騒音や排ガス、交通渋滞、
景観悪化のほか、過度に観光

価値がわからないものもたく
を運んでもらうことが地域創

さんあるため、多くの人に足

した狩猟・漁労・採集の生活

化遺産登録を決定した。

る。これらは世界的にもまれ

縄文遺跡群は、北海道の道

道な地域の取り組みを持続し

終了後はベンチャーキャピタ

資源として活用することによ

いく。

生の第一歩だ。歴史ファン、

ラダシチャレンジ」として学

サイトで販売するエコシステ

支援し、収穫した１次産品を

や宿泊費、食費などを学生に

ＩＰＯを達成したのは

社。

者等の表彰をしてきた。うち

り、これまで３１３人の経営

含む）を目指す企業に、ぜひ

ＩＰＯ、事業連携（Ｍ＆Ａを

チング機会も提供している。

ル（ⅤＣ）や大企業とのマッ
費者はお得に商品を購入でき

年に始ま

ると同時に、気軽にＳ Ｄ Ｇｓ

ＪＶＡは

松尾

の実態を表す日本列島独特の

対談

ラダシだ。

員会特別賞を受賞したのがク

地域の起業家 公・民で支援
フードロスを削減

ムを実現した。２０１９年

施の担い手として、経営相談

構は全国の中小企業政策の実

で廃棄に至る商品を買い取

どフードサプライチェーン上

ョンに掲げ、賞味期限切迫な

ロスを削減する会社」をビジ

時に、収益化が難しいとされ

おり、ＳＤＧｓへの貢献と同

会性を有した事業に挑戦して

ードロス削減という、高い社

松尾

加できる。

組みは環境白書にも記載され

努めており、横浜市との取り

民一体でのフードロス解決に

治体や事業者とも連携し、官

減推進法を背景に、各地の自

ー経営者を輩出している。

ど、昨今注目されるベンチャ

にはユーグレナの出雲充氏な

関藤

聞きたい。

業が社会に果たす役割は何か

Ｊスタートアップの認定を受

や専門家の派遣、人材育成や

サイト「ＫＵＲＡＤＡＳＨＩ」

り、社会貢献型ショッピング

活用いただきたい。

（持続可能な開発目標）に参

出する都市、歴史遺産やもの

資金提供などを行っている。

「日本で最もフード

づくり力といった地域特性を

さらに共済制度や震災復興支

関藤

ス）による分散管理型データ

生かしたウェルビーイングな

人口減少を起因とし

た問題が非常に多い。当社が

高成長が期待される企業や地

症に関する支援なども実施。

援、新型コロナウイルス感染

している。さらに売り上げの

によりフードロス削減に貢献

ない全く新しい１・５次流通

ンド価値と市場価格を棄損し

で消費者にマッチング。ブラ

創設し、地方創生事業も手掛

行うべく「クラダシ基金」も
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