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報道関係者各位 

茨城県 
株式会社リビタ 

 

地域・地元企業の課題解決を企画する「if design project」 第 3 期実施 
〜 茨城県と(株)リビタによる関係人口創出の取り組み 〜 

 
茨城県(県知事︓大井川和彦、以下「茨城県」)が取り組む「令和２年度つながる茨城チャレンジフィールドプ

ロジェクト業務」の一環として、株式会社リビタ(本社︓東京都目⿊区、代表取締役︓川島純一)が茨城県外で働
く個人・クリエイター・フリーランス人材と共に、茨城県内企業及びその地域の課題解決の企画を⾏う実践型デ
ザインプロジェクト「if design project（読み︓イフ デザイン プロジェクト）〜茨城未来デザインプロジェ
クト〜」を 2018 年度・2019 年度に続き、第 3 期として、2020 年 9 月から 12 月までの約 3 か月間にわたり実
施いたします。 
 
「if design project〜茨城未来デザインプロジェクト〜」とは︖   

if design project とは、「あなたの”もし…（if）“が、茨城（ibraki）の未来(future)を変える。フィールドワ
ーク＋講義＋ワークショップによる実践型デザインプロジェクト」です。 

⽇本を、茨城を、地域を良くしようと活動を続ける地元企業 3 社（パートナー企業）のリアルな企業課題や茨
城の魅⼒について、フィールドワークを通して学び、異なるバックグラウンドを持つ参加者と共に、課題解決の
企画を⾏っていきます。参加者は、「もし自分たちだったら何をやるか」「何ができるか」を企画、デザイン。最
後には参加者の思いがこもったプランをそれぞれのパートナー企業に提案します。「自分たちだったら何をやる
か」を考えてもらうことで、本取組み後も実際のプロジェクトとして⾏われ、参加者とパートナー企業や地域と
の関係性が持続していくことを期待しています。 

また、様々な地域かつ多方面で活躍されている方々をメンターとして招聘し、参加者の企画をサポートしなが
ら、実績に基づくレクチャーを通した様々な学びの時間も用意。今年は、新型コロナウイルス感染症の状況も鑑
みながら、一部オンラインを取り入れたプログラムとなっています。 

 
＜これまでの成果一例＞ 
・参加者がパートナー企業の製品デザインやゲストハウスの⽴上げに関与 
・参加者が地域のプレイヤーと協業しながら、新たなイベントを企画・運営 
・参加者が地域おこし協⼒隊として現地に移住     等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
公式ホームページ︓https://if-design-project.jp 

公式 Facebook︓https://www.facebook.com/if.design.project/ 

2020 年 7 月 13 ⽇ 
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 【開催概要】 

 
＜実施スケジュール＞ 
 
DAY1-1 
9 月 12 ⽇（土）10:00 – 12:30 
オリエンテーション等 
開催場所︓東京都内（SAAI） 
 
DAY1-2 
9 月 13 ⽇（⽇）10:00 – 20:00 
茨城県内フィールドワーク 
集合・解散場所︓茨城県各地（テーマごとに集合場所が異なります） 
 
DAY2 
10 月 3 ⽇（土）13:00 – 16:00 
企画ワークショップ 
開催場所︓東京都内 KAIKA 東京 by THE SHARE HOTELS 
 
DAY3 
10 月 31 ⽇（土）13:00 – 16:00 
企画ワークショップ 
開催場所︓東京都内 KAIKA 東京 by THE SHARE HOTELS 
 
DAY4 
11 月 21 ⽇（土）13:00 – 16:00 
企画ワークショップ 
開催場所︓東京都内 KAIKA 東京 by THE SHARE HOTELS 

 
DAY5 
12 月 13 ⽇（⽇）14:00 – 19:00 
公開プレゼンテーション 
開催場所︓東京都内某所（新型コロナウイルス感染症の状況を⾒ながら決定） 
 
オンラインゼミ︓ 
9 月 23 ⽇（水）、10 月 14 ⽇（水）、11 月 11 ⽇（水）、12 月 2 ⽇（水） 
上記、4 ⽇の 20:00 – 21:30 は Zoom による、メンターとのディスカッション⽇を設けています。 
 
※新型コロナウイルス感染症の情勢次第で、時間・開催場所等は変更になる可能性もございます。 
※メンターは、DAY1 と DAY5 およびオンラインゼミに参加予定です。 
※上記スケジュールとは別に、録画での講義配信を検討しております。 
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＜開催テーマおよびパートナー企業＞ 
 
祝い×地域（ひたちなか市） 株式会社 小野写真館 
茨城から「祝い」の文化を発信 「祝いごと」を通じた都市と地方の新たな関係性をつくる 
 
空×地域（小美玉市） Omitama Shigoto 
北関東の⽞関⼝、茨城空港 目的地として愛される新しい「茨城の空の⽞関⼝」をつくる 
 
ツーリズム×地域（かすみがうら市） 株式会社 かすみがうら未来づくりカンパニー 
⽇本で 2 番目に大きい湖のあるまち 県外からも人が訪れる霞ヶ浦ならではの最高の体験をつくる 
 
＜メンター＞ 
 

祝い×地域︓山川 咲 
1983 年東京⽣まれ。大学卒業後、ベンチャーの人材コンサルティン
グ会社へ入社。人事新卒採用担当責任者として人事に携わった後、採
用系のコンサルタントを務める。5 年間勤務した後に退職し、オース
トラリアへの一人旅を経て、帰国後の 2012 年 7 月に株式会社 CRAZY
を創業。完全オーダーメイドウエディングのブランド「CRAZY 
WEDDING」を⽴ち上げ、1 年⾜らずで人気ブランドへと成⻑させる。
2016 年に「CRAZY WEDDING」の代表の座を退き、現在は起業家と
して新たな世界に挑んでいる。2016 年 5 月に毎⽇放送「情熱大陸」
に出演。著書に『幸せをつくるシゴト』（講談社）。 

 
空×地域︓古田 秘馬 
プロジェクトデザイナー。株式会社『umari』代表。 東京都⽣まれ。
慶應義塾大学中退。 東京・丸の内「丸の内朝大学」などの数多くの地
域プロデュース・企業ブランディングなどを手がける。農業実験レス
トラン「六本⽊農園」や和⾷を世界に繋げる「Peace Kitchen プロジ
ェクト」など都市と地域、⽇本と海外を繋ぐ仕組みづくりを⾏う。現
在は地域や社会的変革の起業に投資をしたり、レストランバスなどを
手掛ける高速バス『WILLER 株式会社』やクラウドファンディングサ
ービス『CAMPFIRE』、再⽣エネルギーの『自然電⼒株式会社』の顧
問などを兼任。 

 
ツーリズム×地域︓⼤瀬良 亮 
KabuK Style 株式会社 共同代表。1983 年、⻑崎県⻑崎市⽣まれ。 
2002 年 ⻑崎県⽴⻑崎東高校。2007 年に筑波大学卒業後、電通入社。 
2010年、被爆の実相をデジタルマップアーカイブで伝える「Nagasaki 
Archive」の作品で Yahoo!デジタルアワード特別賞受賞。2015 年か
ら首相官邸初のソーシャルメディアスタッフとして内閣広報室に出向。
2018 年 6 月までの間、３年にわたって首相官邸の SNS の企画・撮影・
投稿・管理などを担う。2018 年からつくば市役所にてまちづくりア
ドバイザーとして広報戦略を担当。2018 年 11 月｢世界を旅して働く。
HafH｣リリース。2019 年 4 月サービス開始。2019 年 9 月電通退社。 
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＜募集要項＞ 
 
募集対象 ・地方でプロジェクトをデザインし、実践してみたい方 

・茨城県と関わりたいが、きっかけを探していた方 
・プロジェクトデザインを体感したい方 
・普段と異なる社会⼈とチームを組み、共創し、自らの可能性を広げたい方 
・地方で何かコトを起こし、自らの生き方や働き方を考えてみたい方 
・自らの経験（デザイン、マーケティング、プロモーション、事業企画、コピーライティング、まちづくりなど）を活かしてみ
たい方 

・幅広いテーマに興味・関心を持てる方 
・茨城に貢献したい、いつか茨城に住みたい、働きたい方（熱意があれば、学生の方の参加も可） 

参加条件 ・実施スケジュール（DAY1〜5 及びオンラインゼミ）通りに参加できる方 
・検温・こまめな消毒・マスク着⽤での実施・オンライン開催への変更等、新型コロナウイルス感染症に対して、でき
る限りの対策を施して開催すること全般にご同意いただける方 

・Facebook や Zoom など、オンラインでのコミュニケーション・プログラムへの対応が可能な方 

募集⼈数 15〜20 名程度 
※新型コロナウイルス感染症の情勢を⾒極めながら、参加⼈数を絞る場合もあること、予めご了承ください。 

実施期間 2020 年 9 ⽉〜2020 年 12 ⽉ 
参加費⽤ 3 万円 

※会場等までへの交通費、企画書制作費、企画関連費⽤等については別途自己負担となることを予めご了承く
ださい。 

申込み方法 公式ホームページ（https://if-design-project.jp）から、エントリーフォームより、お名前、ご連絡先、職業、志
望動機、参加を希望するテーマなどの必要事項を⼊⼒し、送信してください 
締切︓2020 年 8 ⽉ 23 日 24:00 まで 

選考結果発表 2020 年 9 ⽉ 4 日まで（エントリーフォームにご⼊⼒いただいたご連絡先へお知らせいたします） 
お問い合わせ ご質問がある場合は、下記メールアドレスまでお気軽にご連絡ください 

メールアドレス︓info-ifdp@rebita.co.jp 
 
株式会社リビタについて  

「くらし、⽣活をリノベーションする」をコンセプトに、既存建物の改修・再⽣を手がける会社として設⽴。「次
の不動産の常識をつくり続ける」を経営ビジョンに掲げ、一棟、一⼾単位のマンションや⼾建てのリノベーショ
ン分譲事業やリノベーションコンサルティング事業、シェア型賃貸住宅や商業施設、公共施設、シェアスペース
の企画・運営、PM・サブリース事業、ホテル事業を手がけています。 

近年では、東京内神田のシェア型複合施設「the C」を地方自治体の移住相談窓⼝や東京事務所として活用した
り、大人の部活がうまれる街のシェアスペース「BUKATSUDO」で展開する講座・部活等のコンテンツを通した
地方との関係人⼝創出など地方と連携した事業展開も多くなっています。また、⽇野市産業連携センター「PlanT」
では、市⺠が地域のものづくり企業の⼯場へ実際に⾜を運び、⾒て学ぶ経験（⼯場⾒学）、そしてワークショップ
を通して製品に自ら触れる機会（ものづくりワークショップ）やアイデアソンを実施し、参加者と企業が、技術
やサービスの新たな活用法を考えていくプロジェクトを展開。 

リビタがこれまで様々な場で蓄積してきた「コンテンツ企画・運営」「集客・プロモーション企画」「コミュニ
ケーションマネジメント」等のノウハウを活かしながら、地域の場を基点に、街やその地域のプレイヤーと連携
し、地域活性化、関係人⼝創出へとつなげていく事業を展開しています。 

 
名称︓株式会社リビタ  設⽴︓2005 年（2012 年より京王グループ）  代表取締役︓川島 純一  
住所︓東京都目⿊区三田 1-12-23MT２ビル    URL︓www.rebita.co.jp 


