
地域コミュニティのハブ機能を目指す取組み
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専門家派遣集中支援事業について
　本事業は、被災地企業等の積極的な挑戦を促すため、新たな取組等を行う被災地企業等が
解決すべき課題を適切に見極めた上で、その解決に有効なツールやネットワークを有する
専門家等が、必要な外部調査等も活用しつつ積極的な解決方策を提示するとともに、その
実行に向けた被災事業者等の取組を支援することにより、創造的産業復興の加速化を図る
ことを目的として実施します。
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はじめに

Q2: なぜインドネシア料理店をオープンしようと思ったのですか︖

気仙沼には、大変多くのインドネシア人が暮らしています。彼らは、私たちの産業を支
えてくれるパートナーです。そして彼らのほとんどがムスリムです。ムスリムは豚肉や
アルコールを口にすることが出来ず、外食はあまりしません。また、日本で手に入る
調味料はオンランショップでわずかに揃う程度で、故郷の味を自炊で再現するにも苦労しま
す。そこで、彼らが故郷の味を安心して食べられるインドネシア料理店「ワルンマハール」
をオープンさせようと思いました。

Q3︓店名「ワルンマハール」の由来はなんですか︖

ワルンとは、インドネシアの屋台のことで、街中にはたくさんのワルンが並んでいます。
ワルンは、まさにインドネシアの食文化のひとつと言えるでしょう。また、マハールとは、
高貴なという意味があります。現地で食されるローカルフードを、ワンランク上の価値を
付加し提供する、それがワルンマハールの由来です。

Q4︓ワルンマハールが目指す姿を教えて下さい︖

ワルンマハールには、ムショラが併設されています。ムショラとは、小さい礼拝所のこ
とです。ムスリムは 1 日 5 回の礼拝が欠かせません。お祈りはまさに彼らの人生の一部
なのです。本当はモスクに行きたいのだけれど・・・と考えていても、日本でわざわざ
仕事を休んで遠くのモスクまで出かける事は容易ではありません。そんな彼らのために、
ムショラを併設した施設にしました。東北にいる外国の方々が集えるだけでなく、日本
の若者とも交流が生まれる、そんなコミュニティのハブとなる施設を目指しています。

Q1︓気仙沼とインドネシアにはどのような関係性があるのですか︖

気仙沼は、港町の歴史の中でインドネシアの方々を多く受け入れて来ました。震災当時、
インドネシアのユドヨノ大統領が気仙沼市を訪れ、気仙沼図書館の建設費の一部を寄付
するなど、深い交流が育まれています。そうしたつながりから、震災後復興を目指す
地元企業が、インドネシアの方々を技能実習生として受け入れることが増えたといわれ、
現在では、300 人近いインドネシア人技能実習生が気仙沼で暮らしています。また、
東京オリ・パラリンピックに参加するインドネシアの「復興『ありがとう』ホストタ
ウン」に選ばれ、今後もますますインドネシアとの交流事業が加速することでしょう。
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①2019 年 7 月 26 日オープン。

②スタートは好調だったが、次第に客層が固定客化してきた。

③メインターゲット ( 気仙沼在住の技能実習生 ) の来客は伸び悩んでいる。

④当初想定に無かった客層（寄港する漁船の乗組員・漁業技能実習）の利用率は高い。
　ただし、季節による変動が大きく、集客の安定性が課題。

支援活動の方向性

①メインターゲット ( 技能実習生 ) への訴求が足りていない。
　技能実習生へのアプローチを重点的に実施するべきと考える。
　マスターゲット的戦略でなく、コアなファンの獲得を目指す取り組みを考える。
　
②お店が持つバックボーンは、社会貢献活動としての特性が強い。
　「顧客が抱くイメージ」と「店が目指すブランドイメージ」
　PR 活動における発信材料として、ギャップが生じないような素材構成が必要。

施策立案プロセス

Plan

Do

Check

Act

フィールドワーク 仮説検証 アイデア創出

利用者目線による
ファクトを抽出し、
気づきを書出す。

フィールドワーク後に、
実際に見たり聞いたり
した事から背後にある
利用者のインサイト

（潜在的課題）を探る。

仮説検証に基づく
アイデアを立案する。

WORK1 WORK2 WORK3

4

被災地企業を訪問し、
ヒアリングを通して
現状分析と課題抽出
を行いました。

具体的な施策を立案するにあたり、
お店のコンセプトがブレないよう
支援活動の方向性を決定しました。

ペルソナ像に近いに利用者への
インタビューを実施し、客観的目線
で事実を抽出し、ワークシートに

書出しました。

フィールドワークで気づいたことから、
利用者の潜在的な課題を考察しました。

プランを策定する際、
そのアイデアは潜在的な課題の解決に
つながるものかを重要な要素と捉え
仮説検証に沿ったものにしています。

実行したプランは、
次のアイデアに繋げるための
評価・検証プロセスを踏む

流れにしています。
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WORK1

WORK1

WORK2

WORK2

潜在的な客層の掘り起こしが必要と考え、
地域との関わりを持ったイベントを立案

しました。

WORK3

イベントの内容が社内研修や教育的側面を
含むコンテンツであれば、企業にとっても
利用しやすく、実習生の費用負担も軽減で
きるのではないかと仮説を立て、プランを

策定しました。

WORK3

Plan2

Plan1
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食をテーマに、日本とインドネシア双方の
文化に触れる食文化交流ワークショップを
企画しました。インドネシア人技能実習生
にとって、一番近いコミュニティは会社の
同僚と考え、企業を対象としたワークショップ
を立案しました。普段接する機会の無かった
同僚と、本ワークショップを通して交流す
ることで、普段の業務に戻っても社内では
良い関係性が継続し企業にとってもメリット
をもたらすことを期待したワークショップです。

自国の文化を伝える際は、スマートフォンや
タブレットを利用した見せるプレゼンテーション
など、伝え方にも工夫を凝らしています。

ワークショップ後は食事会を行い、ヒアリ
ングを重ねることで、普段の生活の困りごと
など、より深いインサイトが見えてくる設計
としました。

気仙沼市内の中学生が考えたインドネシア
料理をメニュー化するプログラムを企画し
ました。「NPO 法人底上げ」による中学生
向け課外授業とコラボし、中学生とともに
①メニュー開発と②食を通じて交流できる
イベント企画に取り組みました。
　①メニュー開発
　　(1) 揚げバナナ
　　(2) サンバル
　　(3) サテ
　②食を通じて交流できるイベント
　　(1) 料理教室を開く
　　(2) 材料を販売する
　　(3) 給食にインドネシア料理を
　　(4) スポーツ交流レクリエーション

気仙沼市地域づくり推進課とコラボし、食
を通じた交流会 ( 料理教室 ) と中学生考案
メニューの試食会を行いました。
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2019 年 12 月 28 日 ( 土 )
食文化交流ワークショップを
開催しました。ワークショップ
後は、ワルンマハールで食事会
を行いました。参加者からは

「楽しかった」、企業側からは
「普段とは違う環境で、社員同
士の交流が図れて良かった」
との声を頂きました。

Yamada Taro Yamada Hanako
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Yamada Hanako

Kitajima Design Architects
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まず初めにマイアイコンを
作成しました。お絵描きか
ら始めることで、非日常の
体験を予感させるステップ

を踏んでいます。

自己紹介を行いました。
日本人には、名前を聞き取り
フリガナを振るというミッシ

ョンを与えました。お互いの話を
真剣に聞く雰囲気を作り

上げています。
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プラン 1 実行
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Happy New Year Soba Noodles
New Year’s Eve

New Year's Day
Osechi

HappyBirthday BirthdayCake

Winter Oden

Happy New Year
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自己紹介後は、
アイスブレイクの時間として、
ジェンガゲームを行いました。

ワークシートを用いて、シーンやシーズン毎に、
それぞれの国で食べられている料理を書出しました。

その後、グループ内で、情報をシェアしました。
円滑なコミュニケーションが図れるよう、

スマートフォンで画像検索を行って相手に伝える
などの工夫を取り入れています。

1 回のプレイ時間には 10 秒以内とし、
日本語・インドネシア語双方の言語でカウントダウンを行いました。

ハラハラドキドキしながら、お互いの言語に触れる機会を
創出しています。
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各自のフェイバリットフードを選んで、
盛り付けイラストを描きました。
それぞれどのような料理なのか、

グループ内でプレゼンテーションし、
優秀作品を決めました。
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グループ内で決めた優秀作品を、

参加者全員に向けてプレゼンしました。
ペアを組んで、日本語・インドネシア語

双方の言語でプレゼンを行いました。
インドネシアの文化を日本人が日本語で伝え、

日本の文化をインドネシア人がインドネシア語で
説明するシチュエーションを創出しています。
まさに、国籍の壁を超えた交流と言えます。
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ワークショップ後は、
親睦を深めるために、

食事会を企画しました。
実習生の困りごとや意見を、

その場で聞き取りができるよう、
ワークシートを準備し、

活発な意見交換を促す内容としました。

休日は、日用品の買い物に行くくらいで、
外出はあまりしないが、

気仙沼の名所を観光してみたいとは考えている。

女性はヒジャブを巻くが、
日本には売っていない。送ってもらう。

日本で流行っているものに興味がある。
和食も食べてみたいと考えているが・・。
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娯楽が少ないと感じているうえに、
遊びに出かけるのも一苦労。

移動手段は徒歩か自転車。
体調を崩した時が特に大変なようだ。

東北の寒さは、常夏の国で生まれ育った
彼らには身に応えるようだ。

一方で、冬着は母国では必要ないため、
帰国時は廃棄処分しているようだ。

ヒアリングした内容を分析し、
キーワードを拡張させ

インサイトを探る取り組みも実践しています。
技能実習生の身近な課題を知ることで、

彼らとの良い関係性を築ける他、
新たなコンテンツの開発などにも使用できる等、

様々な場面で活用できるでしょう。

プラン 1 評価・改善



宮城オルレ︓気仙沼・唐桑コース　　https://www.miyagiolle.jp/ より

団体・法人向けのサービスとして、
オードブル配達を開始予定です。ムスリムが参加する

スポーツイベントやパーティを想定しています。
ノーポーク・ノーアルコールでムスリムも安心して
召し上がることができるケータリングサービスです。

歓送迎会など企業内イベントとしても
ご利用頂けるようなコンテンツも整備予定です。
「宮城オルレ 気仙沼・唐桑コース」を利用した

ウォーキング大会等、気仙沼の観光資源を積極的に
発信してまいります。
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Plan1 を実行し、評価プロセスを踏んだ上で、
次のアクションプランを作成しました。

社内研修の要素を全面に出し、
企業にとっても利用しやすく、

実習生の費用負担も軽減する狙いです。

プラン 1 発展
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「NPO 法人底上げ」による中学生
向け課外授業とコラボし、中学生とともに
①メニュー開発と②食を通じて交流できる

イベント企画に取り組みました。

インドネシアのデザート
『揚げバナナ︓ピサンゴレン』
を中学生と共に試作しました。

お店でも提供しています。

プラン 2 実行
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インドネシアの串焼き『サテ』
中学生と共に試作しました。
お店でも提供しています。

気仙沼市震災復興・企画部地域づくり推進課
と共に子供たちが考えた企画を大人が形に発展させる

取組みを行いました。国際文化交流だけが目的ではなく、
地域で暮らす子供達と大人が真摯に向き合い応える
事にも大きな意味があります。子供たちの気仙沼に

対する愛着に繋がればと考えています。

気仙沼市内の中学校で
インドネシア料理の給食が提供されました。

ワルンマハールでも、
メニュー開発のアドバイスをさせていただき、

当日の給食にも招待いただきました。
気仙沼では今回が初めての試みです。

プラン 2 評価・改善
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イベント当日は、非常に多くの方々に参加頂きました。
大人も子供も日本人もインドネシア人も女性も男性も、

食を通じてお互いの文化交流を深めることが出来ました。 イベント後は中学生考案メニューの試食会を行いました。
授業の一環で考えた料理が、実際のメニューとなって
商品化されお客様のもとへ、これは子供たちにとって、

とても貴重な体験だと思います。子供たちの仕事に対する
考え方の糧になって貰えればと考えています。

プラン 2 発展
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TAXI

1 年以上住んでいるけど、
気仙沼の事が良く分からない・・

職場以外に、
日本人の知り合いがいない。

宮城オルレ・気仙沼 / 唐桑
とっても気持ちがいいね︕

そう言えば、
ムショラがあったなぁ。

寄ってみようか。

外国の方々と交流してみよう。
「食」「スポーツ」「文化」・・・
いろいろ知りたいね。

2020 年は東京オリ・パラ開催。
「インドネシア・復興ありがとうホストタウン」
として登録。交流を推進していきたいなぁ。

職場と寮の往復ばかり・・・。
お散歩したいなぁ・・・。

なぜ気仙沼には
インドネシアの人が

こんなに多いのだろう︖

3 年の技能実習も明日で終わり。
インドネシアは暖かいから、

このお洋服はもう使わないわ。

徒歩・自転車だと、
お買い物に行くのも大変・・・。

我社の実習生は本当に
よく頑張っているなぁ。

何か良い福利厚生はないだろうか︖

インドネシアに比べて
気仙沼はとても寒い。
お洋服も買わなきゃ。

もっとインドネシアの調味料が欲しいな。
この料理にはアルコールが入っているのかな︖

漁船には多くの外国人が乗船しています。
乗組員にとって、寄港する町は第二の故郷です。

「立ち寄る理由」になる、そんな施設を目指します。

技能実習生との文化交流には、
受入れ企業の理解が不可欠です。

実習生はもちろんのこと、
受入れ企業にも喜んでもらえる
イベントを立案していきます。

この町にはバイタリティ溢れる若者が沢山います。
彼らと共に、「外国と繋がる町 気仙沼」の

可能性を広げていきます。

気仙沼は、港町の歴史のなかで
海外との繋がりを育んできました。

これからも行政と連携しながら
「外国と繋がる町 気仙沼」
の可能性を広げていきます。

気仙沼には、大変多くのインドネシア人が暮らしています。
彼らは、私たちの産業を支えてくれるパートナーです。

日常の困りごとを共有できる関係性を目指していきます。

子供たちにとって、自分たちの町を知ることが、
アイデンティティを形成する第一歩です。

子供たちと住み良い未来を描いていきます。

生活に根差したサスティナブルな
仕組み作りを目指します。

観光資源の PR において、
ソーシャルメディアの力は大変大きいと言えます。

人が人を呼ぶ好循環を目指していきます。

ビジョンマップ
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