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全国地域リーダー養成塾を開催
（平成元年度～）

「ふるさとイベント大賞」を実施（平成8年度～）

イベントスペースの提供
（平成7年度～）

全国地域リーダー養成塾
先駆的まちづくり事例の現地調査

第19回大賞「塩竃みなと祭」（宮城県塩竃市）

地域づくりコーディネーター研修会を開催
（平成17年度～）

カラーグラビア

27-108272_30年のあゆみ.indb   3 2015/09/15   10:42:39



地方創生実践塾（旧地域再生実践塾）を
実施（平成17年度～）

地方創生フォーラム（旧地域再生実践
フォーラム）を開催（平成17年度～）

ふるさと情報コーナーの設置（平成23年度～）

土日集中セミナーを開催（平成26年度～）
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人材養成塾（研修生の勉強会）を開催（平成26年度～）

30周年記念事業  
自治体アンテナショップミニまつり

JOIN移住・交流＆地域おこしフェアで
センター事業をPR

（一財）地域活性化センター、（一社）移住・交流推進機構
平成27年４月新規配属職員

カラーグラビア
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移住・交流推進機構（JOIN）設立総会（平成19年度）

JOIN移住・交流＆地域おこしフェア（平成26年度）

移住・交流情報ガーデンオープン（平成26年度）

カラーグラビア
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� （一財）地域活性化センター
� 理事長　椎 川 　忍

　一般財団法人地域活性化センターは、昭和60年10月１日に設立され、今年で30周年を迎えま
した。
��センターは、発足以来、活力ある個性豊かな地域社会を実現するため、情報誌「地域づくり」
やホームページ・フェイスブックによる地域づくり情報の提供、地域づくりの中核となる人材
を育成する「全国地域リーダー養成塾」「地方創生実践塾」「地方成功人材のマッチングによる土・
日集中セミナー」の開催、「移住・定住・交流推進事業」や「スポーツ拠点づくり事業」への助
成など地域活性化の実現のため各種事業を実施してまいりました。
　現在、「地方創生」が政府の重点施策に掲げられています。昨年9月には総理大臣を本部長と
する「まち・ひと・しごと創生本部」が発足し、11月には「まち・ひと・しごと創生法」が成
立しました。現在、都道府県や市町村においては「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」
の策定が進められています。
　センターとしても、こうした時代のニーズに応えるため、「地方創生」の要である人材育成及
び地域コミュニティの課題解決と維持・再生という切り口から、「地域をつないで30年」をキャッ
チフレーズに、地域と地域、人と人をつなぎ地域を応援する機関として、活力ある個性豊かな
地域社会の実現のための諸事業を充実させてまいります。
　本書は、創立30周年に当たり、主にセンターの20周年以降の歩みと現状についてとりまとめ
たものです。本書がセンターに対する御理解を一層深めていただくための一助となれば幸いです。
　最後に、総務省を始め全国の地方公共団体及び関係機関各位、全国の地域づくりの最前線で
活躍されている皆様に心から感謝申し上げますとともに、今後とも、一層の御支援を賜ります
ようお願い申し上げます。

� 平成27年10月１日

発刊にあたって

27-108272_30年のあゆみ.indb   7 2015/09/15   10:42:49



27-108272_30年のあゆみ.indb   8 2015/09/15   10:42:49



目　次

巻　頭　　カラーグラビア
発刊にあたって　　（一財）地域活性化センター　　理事長　椎川�　忍

第１章　　センター設立から30年を迎えて　�  1

1　センター設立の経緯�　�  1

2　�センター事業の３本柱「情報発信」「人材育成」「助成支援」�　�  1

3　30年を振り返って�　�  2

4　移住・交流の推進と地域おこし協力隊�　�  2

5　「地方創生」の実現に向けて�　�  3

第２章　　組織及び財政運営　�  4

1　組　織�　�  4

（１）組織の概要� 4

（２）事務局� 5

（３）役職員数の推移� 6

2　一般財団法人への移行�　�  6

3　財政運営�　�  6

（１）センターの財政構造� 6

（２）平成17年度から現在までの財政運営� 7

第３章　　事業の概要　�  8

1　情報提供及び調査・研究�　�  8

（１）月刊情報誌「地域づくり」の発行� 8

（２）「地域活性化ガイドブック」の発行� 9

（３）�「地域活性化事例集」の発行（旧地域活性化ハンドブックシリーズ）� 10

（４）「地域づくり団体活動事例集」の発行� 12

（５）自主研究事業の実施� 13

（６）移住・定住・交流の推進に関する調査研究事業の実施� 15

（７）「地域づくり読本」の作成� 15

（８）地域づくりに関する動画コンテンツの発信（旧優良イベント紹介支援事業）　
　� 16

（９）ホームページによる地域情報の提供� 16

（１０）最先端ICT利活用による情報提供の推進� 16

27-108272_30年のあゆみ.indb   1 2015/09/15   10:42:49



（１１）コミュニティづくりの推進� 17

（１２）ふるさと情報コーナー運営事業� 17

（１３）地域おこし協力隊事業の推進� 18

（１４）広報プロモーションの積極的な推進� 18

（１５）�地域活性化ビデオ・DVDの製作と貸出し（昭和61年度～平成23年度）� 18

（１６）優良イベント紹介支援事業（平成16～22年度）� 19

（１７）「地域政策の動向調査」結果の提供（昭和62～平成22年度）� 19

（１８）全国ふるさとづくり広報事業（平成５～22年度）� 19

（１９）「地域活性化情報ファイル」の発行（平成５～21年度）� 19

（２０）新聞による地域情報発信事業に対する支援（平成６～18年度）� 19

（２１）フューチャービジョンによる情報発信事業（平成16～17年度）� 20

（２２）地域人材確保の取組み� 20

2　研修及び交流�　�  21

（１）地域づくり人材養成塾（研修生の勉強会）� 21

（２）全国地域リーダー養成塾� 21

（３）地方創生実践塾（旧地域再生実践塾）� 22

（４）地方成功人材のマッチングによる土日集中セミナー� 23

（５）�東京在住職員研修交流事業（プロばな）� 23

（６）活性化サロン� 23

（７）�地方創生フォーラム（旧地域再生実践フォーラム、旧地域活性化フォーラム）
� 24

（８）�都市・農村共生社会創造全国リレーシンポジウム� 24

（９）人材育成コーディネート事業� 25

（１０）地域に飛び出す公務員ネットワーク　メーリングリストの運営� 25

（１１）海外調査事業について� 25

3　まちづくり助成等支援�　�  26

（１）公共スポーツ施設等の利活用の促進に対する助成� 26

（２）スポーツによる地域振興に対する助成� 26

（３）地方創生のための移住・定住・交流による地域活性化に対する助成� 27

（４）地域づくりアドバイザーの招聘に対する助成� 27

（５）�被災市町村における地域の元気創造事業に対する助成（平成23～27年度）�28

（６）地域イベントの表彰（ふるさとイベント大賞）� 28

（７）地域産品・観光宣伝事業への支援� 29

（８）地域づくり団体への助成・支援� 29

（９）地域イベントへの助成・支援� 29

（１０）活力ある地域づくり助成事業に対する支援　� 30

27-108272_30年のあゆみ.indb   2 2015/09/15   10:42:49



（１１）アンテナショップの支援事業� 31

（１２）�「地域づくり計画」策定業務等への支援（コンサルタント事業）� 32

（１３）�移住・定住・交流に関するアクションプラン策定、体制整備等の協働の実施
� 32

（１４）「地域ホッと！サイト」による地域産品等の情報の提供（平成4～17年度）�32

（１５）地域おこし研修会受託事業の実施（平成6～22年度）� 32

（１６）地域逸品発掘事業の実施（平成17～22年度）� 33

（１７）合併市町村住民組織活性化支援事業への助成（平成18～23年度）� 33

（１８）再チャレンジ・コミュニティカレッジ支援事業への助成（平成19年度）� 33

4　移住・交流の推進�　�  34

（１）移住・交流推進機構（JOIN）の設立� 34

（２）地域おこし協力隊等への支援� 35

（３）移住・交流情報ガーデンの運営受託� 36

資料編　　１　設立趣意書�　�  39
２　設立発起人�　�  40

３　一般財団法人地域活性化センター定款�　�  41

４　組織の変遷�　�  50

（１）組織図� 50

（２）役員等� 52

（３）職員年次別在職者派遣元　� 53

（４）出捐金の推移　� 54

（５）会員会費の推移� 56

（６）決算の推移� 58

（７）一般財団法人への移行の経過　� 61

５　事業実績�　�  62

（１）地域活性化情報提供事業� 62

① 情報誌「地域づくり」特集名　� 62

②「地域活性化ガイドブック」事例　� 64

③「地域活性化事例集」特集事例　� 68

④「地域づくり団体活動事例集」事例　� 71

⑤ センター刊行物� 73

⑥ 地域プロモーション支援事業実績（ふるさと情報プラザ）　� 74

⑦ 市区町村人気パンフレットランキング　� 83

⑧ ふるさとパンフレット大賞　受賞パンフレット　� 84

⑨ 地域活性化ビデオ　� 85

27-108272_30年のあゆみ.indb   3 2015/09/15   10:42:49



（２）研修・交流事業� 86

① 地域づくり人材養成塾開催実績　� 86

② 全国地域リーダー養成塾　塾生派遣者数（第１期～第27期）　� 89

　 全国地域リーダー養成塾　塾生派遣団体（第１期～第27期）　� 90

③ 全国地域リーダー養成塾　講義　� 92

　 全国地域リーダー養成塾の歴代塾長及び主任講師　� 98

④ 全国地域リーダー養成塾　修了者支援事業実績　� 99

　 全国地域リーダー養成塾　修了者ブロック別情報交換会　� 101

⑤ 地方創生実践塾（旧地域再生実践塾）実績　� 103

⑥ 地方成功人材のマッチングによる土日集中セミナー開催実績　� 106

⑦ プロばな開催実績� 107

⑧ 活性化サロン開催実績　� 108

⑨ 地方創生フォーラム（地方版）（旧地域活性化フォーラム）開催実績　� 111

⑩ 地方創生フォーラム（東京版）（旧地域再生実践フォーラム）開催実績� 111

⑪ 地域づくり海外調査研究事業　テーマ等　� 112

⑫ 海外調査団派遣事業　� 114

（３）まちづくり助成等支援� 115

① 公共スポーツ施設等活性化助成事業助成実績　� 115

② スポーツによる地域振興に対する助成実績（スポーツ拠点　年度別承認大会）
　� 121

　 スポーツによる地域振興に対する助成実績（スポーツ拠点自立促進事業）
　� 124

③ 移住・定住・交流推進支援事業助成実績　� 125

④ 移住・定住に関する推進体制整備支援事業助成実績　� 134

⑤ 地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業助成実績　� 134

⑥ 地域づくりアドバイザー事業助成実績　� 135

⑦ �被災市町村における地域の元気創造支援事業助成実績　� 146

⑧ ふるさとイベント大賞受賞イベント　� 148

⑨ イベントスペース利用実績（日本橋プラザ）　� 151

⑩ 地域づくり団体全国研修交流会開催実績　� 162

⑪ 地域づくりコーディネーター研修会開催実績　� 163

⑫ 地域づくり団体全国協議会都道府県別登録団体数　� 164

⑬ 地域づくり団体全国協議会助成事業実績　� 165

⑭ 地域イベント助成事業助成実績　� 185

⑮ 活力ある地域づくり助成事業（魅力ある商店街づくり助成事業）実績　�197

⑯ 活力ある地域づくり助成事業（活力ある商店街づくり助成事業）実績　�199

27-108272_30年のあゆみ.indb   4 2015/09/15   10:42:49



⑰ �活力ある地域づくり助成事業（広域的連携を目的として実施するソフト事業）

助成実績　� 200

⑱ 活力ある地域づくり助成事業（地域資源活用事業）助成実績　� 202

⑲ コンサルタント事業　受託団体等　� 205

⑳ 地域おこし研修会受託事業（地域産品・観光おこしコース）開催実績　�207

㉑ 地域逸品発掘事業掲載品目　� 209

㉒ 合併市町村地域資源活用事業助成実績　� 214

㉓ 再チャレンジ・コミュニティカレッジ支援事業助成実績　� 220

㉔ 移住・交流情報ガーデン　イベント開催実績　� 221

年　表　��  223

27-108272_30年のあゆみ.indb   5 2015/09/15   10:42:49



27-108272_30年のあゆみ.indb   6 2015/09/15   10:42:49



1　センター設立の経緯
　一般財団法人地域活性化センターは、昭和60年10月１日、当時の自治省（現総務省）の設立許可を

得て財団法人として発足した。当時は、全国各地で「一村一品運動」をはじめ、創意工夫を凝らして地

域振興に取り組む地方公共団体の動きが活発化しつつあり、国もこうした活動を政策面から支援してい

た。こうした中で、地域の物産・イベント等の地域情報を発信する機会の提供や地域活性化の牽引車と

なる人材の育成・交流を図る役割を果たす機関の設置を望む声が高まり、全国知事会、全国市長会、全

国町村会を始めとする地方自治関係団体の賛同を得て、地域活性化センターが誕生することになった。

　平成25年４月１日に、法人制度改革の趣旨を踏まえて一般財団法人に移行し、平成27年10月で30

周年を迎えることとなった。

2　�センター事業の３本柱�
「情報発信」「人材育成」「助成支援」

　センターはこれまで、地域情報の提供と調査研究、地域を担う人材育成、地域活性化のための助成支

援事業の３本柱を軸に様々な事業に取り組んできた。

　情報発信の面では、センター設立以来発行している情報誌「地域づくり」が創刊30周年を迎え、時

代とともに様々な切り口で地域活性化に関する先進事例を数多く取り上げてきた。他にも、全国の地方

公共団体から派遣されている職員がフェイスブックを通じてほぼ毎日生きた地域情報を発信している。

　人材育成の面では、「地域づくりは人づくり」をテーマに掲げ、地方創生の要である人材育成事業を

支援するための各種事業に取り組んでいる。センターの看板事業である「全国地域リーダー養成塾」は、

平成元年以来897名の地域リーダーを輩出してきた。他にも「地方成功人材のマッチングによる土日集

中セミナー」「地方創生実践塾」「地方創生フォーラム」「人材養成塾（研修生の勉強会）」など多彩な人

材育成事業を実施している。

　助成支援事業については、「移住・定住・交流」「スポーツ拠点づくり」「地域イベント」など約10メ

ニューを用意し、地方公共団体や地域づくり団体が実施する特色ある地域活性化事業を支援している。

1
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3　30年を振り返って
　これまでの30年の地方行政を振り返ると、様々な行財政改革が進められる中で、地方分権や地域活

性化が常に重要テーマに位置付けられてきた。30年前といえば、我が国ではバブル経済が始まった頃で、

同時に地方分権に向けた議論も徐々に本格化し始めた時期であった。昭和63年から平成元年にかけて「ふ

るさと創生１億円事業」が行われ、全国の市町村で創意工夫を凝らした事業が展開された。

　やがて、バブルがはじけ日本経済が平成不況に覆われた苦難の時代に、地方分権に関してはむしろ大

きな進展があった。平成５年に「地方分権の推進に関する決議」が衆参両院で可決され、その後、平成

７年には地方分権推進法が成立して地方分権推進委員会が設置され、数次にわたり今後の地方行政の道

筋を示す重要な勧告が行われた。こうした流れを受け、平成11年に「地方分権一括法」が成立（平成12

年施行）し、機関委任事務制度の廃止、中央政府の地方政府に対する統制・関与の見直し、権限移譲が

行われ、地方が自らの意思で地域づくりに取り組む「地域主権」を進める体制が整えられることになった。

　これと並行して市町村合併も積極的に進められ、平成11年３月末に3,232あった市町村数が、平成

26年４月時点で1,718市町村と約半数に再編され、地方公共団体の姿が大きく変わった。

　省庁再編により総務省が発足した平成13年以降、地方分権に関する議論も更に進み、国庫補助負担

金の整理合理化、税源移譲を含めた国と地方の税源配分、地方交付税の見直しのいわゆる「三位一体改

革」が様々な議論を重ねながら進められた。

　この間、国においては、地域の活力を創出する事業を次々と打ち出してきた。

　平成17年４月には地域再生法が施行され、急速に進む少子高齢化や産業構造の変化に対応するため、

地域が自主的・自立的に地域経済の活性化や雇用の創出を通じた取組みに支援措置が講じられた。従来

の枠組みに捉われない手法で民間活力や構造改革特区などを活用し、これまでに全国で1,903件の地域

再生計画が国に認定されている。

　また、平成21年度に全国展開が開始された「定住自立圏構想」は、地方圏の人口流出に歯止めをか

けるダム機能の確保を目的に、これまでに全国94圏域で定住自立圏形成協定の締結がなされた。市町

村が広域で連携し「医療・福祉サービスの提供」「地域公共交通のネットワーク化」「広域観光ルートの

設定」など住民生活に密着した施策が展開されている。

　さらに、新たな広域連携の取組みを推進していくため、平成26年に改正された地方自治法に、地方

公共団体間で「連携協約」を締結できる新たな仕組みが導入され、一定の圏域人口を有し活力ある社会

経済を維持するための拠点である「連携中枢都市圏」を形成していくこととされた。

4　移住・交流の推進と地域おこし協力隊
　都市から地方への移住・交流を推進するため、平成19年に地方公共団体・民間企業（法人会員）の
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支援を受けて移住・交流推進機構（JOIN）が発足した。平成26年４月からは一般社団法人化し、移住・

交流希望者への情報発信、自治体会員と法人会員とのマッチング支援、地方公共団体の移住・交流施策

への支援、地域おこし協力隊への支援事業などに積極的に取り組んでいる。

　平成27年３月には、地方への新しい人の流れをつくり、地方居住を推進するため、総務省が「移住・

交流情報ガーデン」（東京都中央区京橋）を開設し、移住希望者向けに専門の相談員がきめ細かい情報

提供を行っている。（JOINが業務運営を受託）

　平成21年度に総務省が創設した地域おこし協力隊は、初年度は31団体89名だった隊員数が、平成

26年度には444団体1,511名（名称が統一された農林水産省の「田舎で働き隊」の隊員数と合わせる

と1,629名）に増加した。平成26年６月には、安倍総理が「地域おこし協力隊を３年間で現在の３倍

の3,000人にする」方針を示し、政府の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」アクションプランでは、

平成28年に3,000人、平成32年までに4,000人に拡充することが目標に掲げられた。都市部の若者が

過疎地域、離島・半島など地方の条件不利地域に移住し、農林漁業の振興、高齢者の生活支援、観光振

興・特産品開発など地域振興に取り組み、地域住民と力を合わせて地域の解決に向けて取り組んでいる。

　また、市町村からの委嘱を受けて集落の巡回や状況把握を行う集落支援員（専任）も全国で858名

（H26）が活動している。

　平成23年３月に発生した東日本大震災では多くの尊い人命が失われ、いまだに地域の復興も達成さ

れていないが、現在も452名（H26）の復興支援員が被災地で活動している。

　こうした外部人材の活躍は、若者流出・人口減少に悩む地方にとって大きな活力を生み出している。

　センターとしては、こうした取組みを積極的に支援していくこととしている。

5　「地方創生」の実現に向けて
　我が国の人口は、平成20年をピークに減少局面に入り、出生数の低下、東京一極集中、都市と地方

の経済格差など様々な課題が指摘されている。こうした状況を打開し、将来にわたって活力ある日本社

会を維持していくため、政府は「地方創生」を最重要課題に位置付けた。平成26年11月には「まち・

ひと・しごと創生法」が成立し、日本全体の人口の将来展望を示す「まち・ひと・しごと創生長期ビジョ

ン」、それを踏まえた今後５か年の「まち・ひと・しごと総合戦略」が策定された。これに基づき、現

在都道府県や市町村において「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」の策定が進められている。

　センターとしては、こうした時代の要請に対応し、「地方創生」の要である人材育成及び地域コミュ

ニティの課題解決と維持・再生という切り口から地域活性化を実現するため、「地域をつないで30年」

をキャッチフレーズに、地域と地域、人と人をつなぎ地域を応援する専門組織としての役割を果たして

いくこととしている。
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1　組　織

❶ 組織の概要
　現在のセンターの組織は、評議員会、理事会及び業務を執行する事務局から構成されている（組織図

参照）。

　役職員については、センターが地方公共団体と民間企業の全国的な共同組織としての性格をもつ第三

セクターとして設立された経緯から、総務省、地方公共団体及び民間企業それぞれの出身者等で構成さ

れている。

　　（組織図）（平成27年４月１日）

参　与

研修交流課

広報室

監　事

総　務　課

理事会

振　興　部 地域づくり情報課
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地域支援課

企画・コンサルタント業務課

評議員

評議員会

顧　問

会　長

総 務 企 画 部

クリエイティブ事業室

理事長

常務理事 理　事

事務局長
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　なお、センターは会員制度を採用しており、都道府県・政令指定都市・市区町村が会員として加入し

ているほか、民間企業からも流通、運輸、観光、広告、マスコミ、情報、金融、印刷等の業種から41

企業が会員となっている。会員数は、平成27年４月１日現在、正会員1,795、特別会員101、法人の

賛助会員22で計1,918となっている。

❷ 事務局
　センターの事務局は、当初総務部（総務課）、業務第１部（情報サービス課、コンサルタント業務課、

研修交流課）及び業務第２部（特産品振興課、イベント業務課）の３部６課、職員数11人で活動を開

始した。

　これについて、センター発足初期の頃は事業量の増大、業務内容の変更等に対応して数度の組織改正

を行ったが、平成７年度に改編して以降は平成23年までその組織体制を維持した。その後は事業環境

の変化に対応して次の組織改正を行い、現在は職員数56名の体制となっている。 ➡ 資料編 P53

①平成23年４月の組織改正

助成金収入減少に伴う事業規模縮小により、大きく組織体制を改めた。企画調査課及びコンサル

タント業務課を統合して、企画・コンサルタント業務課とし、また業務第１課及び業務第２課を統

合して地域支援課とした。情報サービス課は地域づくり情報課に改称し、企画部から振興部へと所

管換えした。そして、ふるさと情報プラザは平成４年より長年ご愛顧頂いたものの、平成23年をもっ

て廃止とした。

②平成24年４月の組織改正

センター設立時から続いた３部体制を、総務部と企画部を統合して総務企画部とすることで２部

体制へと改編した。

③平成26年４月の組織改正

地方分権の進展や、ICTの高度化により地域間でのノウハウや人脈等の共有が容易かつ重要になっ

ているという環境の変化に対応して、新規事業をスピード感をもって展開するためにクリエイティ

ブ事業室を新設した。

④平成27年４月の組織改正

センターで行っている各種事業や地域情報を広く社会に発信すること及び地方公共団体の地域プ

ロモーションを支援することを目的に広報室を新設するとともに、情報誌「地域づくり」の一層の

充実を図ることを目的に、従来の編集長以下のスタッフを明確に組織として位置付け、編集室を新

設した。 ➡ 資料編 P50
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❸ 役職員数の推移　 ➡ 資料編 P53

年　度 役　員 職　　員 計地方公共団体 民間企業
平 成� 18 2 40 25 6 42
　� 19 2 40 24 7 42
　� 20 2 42 24 9 44
　� 21 2 45 25 11 47
　� 22 2 46 25 12 48
　� 23 2 39 23 8 41
　� 24 2 38 21 8 40
　� 25 2 35 23 7 37
　� 26 2 44 30 8 46
　� 27 2 56 42 8 58

（注）�１．役職員数は各年度４月１日現在の実数である。
� ２．役員は常勤役員の数である。

2　一般財団法人への移行
　公益法人制度改革３法が平成20年12月１日に施行されたことにより、当時の財団法人は、一般財団

法人又は公益財団法人のいずれかに移行するかの判断を求められたが、次の理由により、平成25年４

月１日より一般財団法人へ移行した。 ➡ 資料編 P61

（１�）一般財団法人は、公益財団法人と比較して、社会情勢の変化等に伴う事業内容の見直しに際し、個々

具体的な事業の変更については内閣府の変更認定の手続きが必要ない等、地域のニーズ等に対応し

て事業の内容を迅速に変更できることから、機動的・積極的な事業実施が可能になる。

（２�）センターは、原則として収益事業は行っておらず、今後も行う予定はない。また、一般財団法人は、

公益財団法人と異なり、受取利子等に係る源泉所得税が課税されるが、当面の経済金融情勢を勘案

すれば、センターの受取利子が大きく増えることは期待できない。したがって、税制の差異がセンター

の業務運営に大きな影響を及ぼすことになるとは考えにくい。

3　財政運営

❶ センターの財政構造
　センターの財政は、主な収入としては基本財産（出捐金）の運用収入、会費収入、受託事業による事
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業収入、助成金収入、研修会等の負担金収入があり、主な支出としては人件費・事務所賃借料等の経費

及び助成事業や人材育成のための研修事業、情報提供事業、受託事業等に係る経費がある。

　設立当初の数年間は財源の確保が必ずしも十分ではなく、また事務・事業の運営面における様々な課

題によって厳しい財政状況が続いたが、その後、関係方面の協力も得て財源の確保を図るとともに、事

務・事業の見直しや合理化に努めた結果、センター発足初年度から続いていた短期借入が平成４年度に

解消し、平成６年度以降は毎年度の収支が黒字となって財政的には安定した状況が続いた。しかしなが

ら、平成11年度に始まった平成の大合併が平成16年度以降に本格化し、それに伴って平成17年度以降

は、市町村からの会費収入が大きく減少し、財政を強く圧迫した。このため、平成15年度から17年度

までの３年間にわたって基本財産の積増し（センター自身による出捐金の増額）を行って財政基盤を強

化するとともに、経費の節減に努め、併せて、新規事業の実施や事業の改廃にあたっては財政負担に十

分配慮するなど堅実な運営を図ってきたものの、平成17年度には収支が赤字に陥り、現在までその状

況が続いている。

　なお、最近では、平成23年３月11日に発生した東日本大震災に伴う被災市町村に対する会費減免措

置及びその支援のための事業の実施、事業の原資となっている助成金収入の減少、更には金利低下によ

る運用益の減少等の要因が重なり、厳しい状況が続いている。 ➡ 資料編 P58

❷ 平成17年度から現在までの財政運営
　前述のとおり、平成17年度以降は赤字が続いている。

　これについては、平成25年４月１日の一般財団法人移行に当たって策定した公益目的支出計画（平

成25年４月１日～平成40年３月31日）にしたがって事業会計において毎年度所定の赤字を出す必要が

あるため、やむをえない面もあるが、会員サービスの充実にも配慮しながら、引き続き、諸経費の徹底

した見直しを進め、早期に財政の健全化を図る必要がある。

①出捐金の状況

平成17年度以降にあっては、市の政令指定都市への昇格による追加出捐等により、増加してい

る。 ➡ 資料編 P54

なお、事業費の確保及び管理費の節減等により、平成15年度及び16年度に続き、平成17年度も、

センター自らが出捐金の増額を行い、財政基盤の強化を図った。

②基金の状況

将来の財政収支の変動あるいは将来実施される事業に備えて設置されている事業調整引当資産は、

平成14年度末に773百万円となり、平成17年度末に672百万円となって以降、平成24年度末まで

は、その額を維持したが、平成25年度と26年度にそれぞれ一部を取り崩した結果、平成26年度末

では544百万円程度となっている。また、国際交流引当資産は、平成17年度末には、約33百万円

となっていたが、海外調査研究事業の継続的な実施に伴い漸減し、平成25年度には全額取り崩した。

なお、環境特別協賛競輪施行者等からの拠出により設置された研修交流基金は、約６億円である。
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1　情報提供及び調査・研究
　自主的・主体的な地域活性化に資する様々な活動を支援するため、地域づくりに関する各種情報を幅

広く収集、整理及びデータベース化し、広く一般に提供している。

　また、地域の共通課題、地域の再生・活性化のための諸施策等をテーマとして調査・研究を行い、そ

の成果について地方公共団体、企業等の会員、地域づくり団体、地域住民等に提供している。成果物に

ついては、都道府県、市町村、地域づくり団体、商工会・商工会議所、公立図書館等に頒布。併せて、

センターのホームページに掲載し、広く社会一般に公表している。

❶ 月刊情報誌「地域づくり」の発行　 ➡ 資料編 P62

①「地域づくり」の創刊と変遷

「地域づくり」は、全国各地の地域活性化に対する取組みを広く紹介することでまちづくりのヒ

ントを提供する情報誌である。

同誌は、センター発足直後の昭和60年11月に創刊され、創刊号から平

成５年３月発行の第45号までは隔月で発行した。

平成５年４月からは、会員への情報提供の密度を高めることにより、よ

り充実した会員へのサービスを提供するため、毎月発行を実現するととも

に、それまでの号数表示から月号表示に改めた。平成14年４月には、活

字を大きくし、読みやすくするためＢ5判からＡ4判へ規格を変更、平成

23年4月からはタイトルロゴを現在の表示に変更した。平成26年6月号で

通巻300号を迎え、現在、約22,000部を毎月発行している。

②「地域づくり」の紙面の特色

・表紙

地域の美しい景色やイベント、観光名所など、季節感

のある写真を掲載している。写真は地方公共団体から提

供を受け、PRの場として活用してもらうため、紹介文と

ともに掲載している。

・巻頭エッセー

　毎号、新任の知事等を中心に各都道府県における地域づくりに関するエッセーを掲載している。

第３章　事業の概要
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・特集

毎号、時宜にかなった特集テーマを設定し、学識経験者による総括的な基調論文、各地の事例

紹介、所管省庁による解説記事で構成している。（特集テーマ名は資料編参照）

・カラーグラビア

毎号、紹介事例に関連した写真を掲載するなど、様々なカラーグラビアのページを設けている。

その他、「センター通信」「コラム」「地域づくり団体探訪」等を通じて各種情報を提供すると

ともに、時代の要請に応じ紙面を刷新している。

❷ 「地域活性化ガイドブック」の発行　 ➡ 資料編 P64

　地方公共団体にとって先進的な施策立案や新たに取り組むべき施策に関

係するテーマを選定し、有識者の基調論文、各省庁の施策解説、全国の動

向や地方公共団体の先進的取組事例等をまとめた冊子「地域活性化ガイド

ブック」を平成11年度から発行している。

・「地域協働による地域再生」（平成17年度発行）

　地域の構成員である地方公共団体、住民、コミュニティ組織、NPO、

民間事業者等が相互に連携し協働することにより、個性豊かな地域づくりに取り組んでいる特徴的な事

例を紹介。

・「地域で防犯・防災！安全・安心なまちづくり」（平成18年度発行）

　地域住民の暮らしにかかわる「防犯」「防災」の問題に適切・迅速に対応するため、行政のみならず、

地域住民・団体やNPO法人、民間企業など、地域のすべての主体が一体となって取り組んでいる事例

を紹介。

・「移住・交流による地域づくり」（平成19年度発行）

　地方回帰への気運が高まりつつある中、UJIターンなどにより、人材を地方に誘致し、移住や交流の

促進に取り組んでいる全国の先駆的・特徴的事例を紹介。

・「地域コミュニティの再生」（平成20年度発行）

　住民自治による地域づくりへの期待が急速に高まっていることから、地域住民が自らの地域社会のあ

り方を具体的に考え、住民生活の視点から地域の課題を解決していくため、住民自治組織の基礎となる

地域コミュニティの再生に取り組んでいる事例を紹介。

・「低炭素社会を目指した地域づくり」（平成21年度発行）

　地域活性化策のひとつとして期待が高まっている低炭素社会づくりの取組みは、地球温暖化の防止に
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資するだけでなく、新たな地域産業の創出にもつながることから、個性豊かに取り組んでいる全国の先

駆的・特徴的事例を紹介。

・「ICTの利活用による地域づくり」（平成22年度発行）

　地域課題の解決や地域振興のため、地方公共団体主導、民間主導、官民協働等、様々な実施形態をと

りながら、ICTを利活用して行われている取組みを紹介。

・「起業・創業支援による地域活性化」（平成23年度発行）

　従来の企業誘致に依存するだけではなく、地域内での地場産業の振興等に加え、起業・創業に焦点を

合わせた内発型の振興に力を入れていく必要があることから、起業・創業支援に取り組んでいる全国の

特徴的な事例を紹介。

・「地域に賑わいをもたらす『食』の仕掛け」（平成24年度発行）

　地域にある「食」やそれを提供する店などを活用したまちおこしに取り組む事例が多く見られること

から、地域活性化のために『食』を組み込んだ特徴的な取組みを紹介。

・「医療産業による地域の活性化」（平成25年度発行）

　今後も高い成長と雇用が見込まれる医療、健康や福祉分野における施策立案の一助にしてもらうこと

を目的として、医工連携による産業の集積、地域資源を活用した新たな医療サービスの創出、また、医

療機器の海外市場への販路拡大に向けた挑戦など、官民一体となって取り組む特徴的な事例を紹介。

・「高等教育機関とそのマンパワーを活用した地域の活性化」（平成26年度発行）

　大学の持つ学術的知見や若い学生の柔軟な発想力などを活用し、行政や地域住民らと一体となって地

域づくりに取り組んでいる事例を紹介。

❸ �「地域活性化事例集」の発行�
（旧地域活性化ハンドブックシリーズ）　 ➡ 資料編 P68

　地域活性化の取組みの中で、他の地方公共団体の参考となるものについて、

テーマを定めて冊子「地域活性化事例集」を平成17年度から発行している。

・「指定管理者制度導入」（平成17年度発行）

　多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、民間の能

力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減を目指

すために始まった指定管理者制度の導入事例を紹介。
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・「都市機能の充実とにぎわいのあるまちづくり」（平成18年度発行）

　商業機能、公共公益機能など様々な都市機能の市街地への集約をはじめ、まちなか居住の推進、公共

交通機関を中心とした交通システムの充実など都市機能の充実を図った取組み、コミュニティとしての

魅力向上によるまちのにぎわい回復に向けた取組みを紹介。

・「地域が一体となって創る子育て支援」（平成19年度発行）

　行政と地域が一体となって取り組み、子育て当事者の負担軽減はもとより、地域の子育て支援意識の

向上や、コミュニティの再生、賑わいの構築など地域の活性化に繋がっている取組みを紹介。

・「大学等との連携による地域の活性化」（平成20年度発行）

　地方公共団体と大学等が連携して、特に地域の活性化に取り組んでいる事例について、その事例に取

り組んだ背景、立ち上げの経過、取組みの内容とその効果、地方公共団体と大学等との役割分担、今後

の方針や課題を中心に紹介。

・「地域資源を活かした地域の活性化」（平成21年度発行）

　地域産業おこしや交流人口の増加、地域コミュニティの再生等を図るため、各地域に固有の自然、歴

史等のさまざまな「地域資源」を活用した地域活性化への取組みについて、「地域資源」の発見・発掘、

取組内容と効果、今後の展望を紹介。

・「緑の分権改革」事例集（平成21年度発行）

　それぞれの地域において、地域資源を最大限活用する仕組みを作り上げることによって、地域の絆の

再生を図り、「中央集権型社会」から分散自立・地産地消・低炭素型にし、「地域の自給力と創富力を高

める地域主権型社会」への転換を実現するため国が推進している「緑の分権改革」について、地方公共

団体が取り組む上で参考となる情報を紹介。

・「シニア世代との協働による地域づくり」（平成22年度発行）

　豊富なビジネス経験や実践的な専門知識・技術、広い人脈など多様な知的資産を有するシニアの世代

の方々に活躍いただき、地域課題の解決に向けて取り組んでいる事例について、シニア世代に注目した

理由や協働に至った経緯、取組みの内容、事業の成果、今後の課題と展望を紹介。

・「シティプロモーションによる地域の活性化」（平成23年度発行）

　Ｂ級グルメや地域産品、景観、環境、映画撮影、スポーツなど様々な資源を利用した取組みや東京事

務所の新たな活用など、各地方公共団体が実施しているシティプロモーションの取組みのうち、その特

徴的な事例について、シティプロモーションに注目した理由や協働に至った経緯、取組みの内容、事業

の成果、今後の課題と展望を紹介。
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・「アートを活用したまちづくり」（平成24年度発行）

　アーティストに活動の拠点を提供したり、アーティストの創作活動や作品の展示等を通して地域住民

との交流を図りながらまちづくりを行う事例や、都市や農村の景観を活かしながら、美術作品を展示す

ることなどにより賑わいを創出する事例など、アートを活用した特徴のある取組事例について、取組み

のきっかけ、取組内容と実施成果、課題と今後の展望を紹介。

・「再生可能エネルギーの導入と利活用」（平成25年度発行）

　「再生可能エネルギー特別措置法」の制定を契機に、再生可能エネルギーの導入等を通じてエネルギー

の安定的かつ適切な供給の確保を図るため、地域資源を活用して発電に取り組んでいる事例や、再生可

能エネルギーの導入が地域の産業・雇用創出などに寄与している事例など、各地域で行われている再生

可能エネルギーに関する特徴のある取組み事例を紹介。

・「伝統的な地域資源を生かした地域活性化」（平成26年度発行）

　地域にある伝統的な地域資源について、その活用手法や見せ方等を工夫したり、新しい用途を開発し

たりして地域活性化に取り組んでいる事例を紹介。

❹ 「地域づくり団体活動事例集」の発行　 ➡ 資料編 P71

　地域づくり団体の活動・運営の参考となるテーマを選定し、専門家によ

る論文及び全国の先進事例等を取りまとめた冊子「地域づくり団体活動事

例集」を平成21年度から発行している。

・「中間支援組織活動事例集」（平成21年度発行）

　地域づくりに関わる中間支援事業を行っている中間支援組織に着目し、

山岡義典氏（法政大学教授・日本NPOセンター代表理事）と山田晴義氏（宮

城大学名誉教授・岩手県立大学名誉教授）による基調論文、地域づくり団体にとって参考になる全国

10の中間支援組織の特徴的で先進的な取組みを紹介。

・「地域づくり団体の資金調達事例集」（平成22年度発行）

　地域づくり団体の喫緊の課題である資金調達に着目し、名和田是彦氏（法政大学教授）による基調論

文、鵜尾雅隆氏（日本ファンドレイジング協会常務理事）によるトピック記事、全国7つの地方公共団体、

地域づくり団体の特徴的・先進的な取組みを紹介。

・「地域づくり新段階」（平成23年度発行）

　「地域づくり団体全国研修交流会」を参考に、地域づくり団体全国協議会会長の岡﨑昌之法政大学教

授による「基調論文」、第26回～29回の地域づくり団体全国研修交流会の各実行委員長による「トピッ
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ク記事」、地域の課題解決に向けて、地域資源を活かしながら、知恵と工夫により、様々な取組みを行っ

ている団体の活動を紹介。

・「地域づくり団体による災害復興支援・備え」（平成24年度発行）

　池田恵子氏（静岡大学教授）による「特別論文」のほか、地域づくり団体による災害復興支援や日頃

の備え、今後いつどこで起こるか分からない災害に対する発生後からの地域づくり団体としての支援の

在り方など、特徴的で参考となる事例を各支援の形式ごとに紹介。

・「地域づくりを担う人材の発掘と育成」（平成25年度発行）

　萩原なつ子氏（立教大学大学院教授）による人を育むネットワークに関する「基調論文」、地域づく

り活動への参加者の裾野を拡げる取組みや、地域のリーダーをサポートする人材の育成、実施しようと

する地域づくりに関連した分野に長けた専門性のある人材の発掘など、段階毎に様々なアプローチで地

域づくりに携わる人材を粘り強く発掘し、育成する取組みを行っている団体の活動を紹介。

・「条件不利地域の再生」（平成26年度発行）

　地域づくり団体全国協議会会長の岡𥔎昌之法政大学教授による「基調論文」、交通アクセスの悪さや

産業の衰退等により、都市部に比べて経済面で非常に不利な立場にあるとともに、地域の繋がり（きず

な）の希薄化に伴う課題が特に深刻化している中山間地域、過疎地域、離島、半島といった条件不利地

域における「ひと・しごと・きずな」の再生活動の特徴的な事例を紹介。

❺ 自主研究事業の実施
　地方分権の推進や社会経済情勢等の変化に対応し、望ましい地域社会づ

くりの推進に資するため、平成９年度から全国の地方公共団体の共通課題

や地域の活性化のための諸施策等をテーマとして、大学教員等の指導を得

ながら詳細な調査・研究を実施している。平成27年度からは、「自主研究

事業」として多くの地方公共団体が直面している課題について、解決方策

を提示するための調査研究を行っている。

・「地域ブランド・マネジメントの現状と課題」（平成17年度発行）

　地域ブランドについて、都道府県へのアンケート調査及び4事例を対象とした現地ヒアリング調査を

行い、地域ブランドに関する認識の現状や取組状況を把握し、地域ブランドが秘めていると思われる「地

域を活性化させる牽引力」の可能性について検討した。

・「中心市街地活性化への取組み」（平成17年度発行）

　中心市街地活性化への取組みについて、多様な主体との連携による商店街活性化に注目して調査研究
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を実施。中心市街地活性化基本計画を策定している地方公共団体へのアンケート調査及び6事例を対象

とした現地ヒアリング調査に基づき、多様な主体と連携していく必要性や今後の連携事業の可能性につ

いて検証した。

・「地方自治法上の地域自治区を活用した取組みについて」（平成18年度発行）

　地域自治区制度を導入している団体へのアンケート調査、及び5つの地方公共団体を対象とした現地

ヒアリング調査を行い、一般制度の地域自治区の運用状況や課題、展望等について取りまとめた。

・「景観による美しいまちづくり」（平成18年度発行）

　景観法の誕生を受け、地方公共団体の景観行政にどのような変化があったのかを全国の都道府県及び

市区町村を対象としたアンケート調査と5つの地方公共団体を対象とした現地ヒアリング調査を行って

取りまとめた。

・「市町村合併後の新しいまちづくり」（平成19年度発行）

　市町村合併後のまちづくりに向けて、市民の一体感醸成や新市の域内交流、地域資源活用などに先進

的に取り組んでいる7つの地方公共団体を対象とした現地ヒアリング調査を行って取りまとめた。

・「地域の魅力を発信するご当地検定」（平成20年度発行）

　全国に数多くあるご当地検定がどのような目的で実施されているのかをはじめ、地域にもたらす効果

や検定運営の課題などを明らかにするため、株式会社ブランド総合研究所田中章雄代表取締役社長の指

導のもと、アンケート調査や個別取材をし、報告書に取りまとめた。

・「『空き家バンク』を活用した移住・交流促進」（平成21年度発行）

　空き家バンクについて、全国の取組実態等を把握するとともに、移住・交流の促進に資する効果的な

空き家バンクのあり方について検討するため、株式会社日本総合研究所及びJOIN（移住・交流推進機構）

の協力を得て、全国の地方公共団体へのアンケート調査、現地調査、都市住民へのニーズ調査等を実施

し取りまとめた。

・「『地域自治組織』の現状と課題」（平成22年度発行）

　全国の住民自治組織の実態等を把握するため、全国の地方公共団体へのアンケート調査及び6つの地

方公共団体を対象とした現地調査を実施し、地域住民が主体となった地域づくりが持続的に発展する新

しい住民自治組織のあり方について検討した。

・「『道の駅』を拠点とした地域活性化」（平成23年度発行）

　全国の「道の駅」を設置している市町村及び公的団体と「道の駅」へのアンケート調査を行うととも

に、7つの「道の駅」に対する現地調査を実施し、地域における産業振興や地域内外の人々の交流拠点
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として、「道の駅」が地域の中で果たすべき役割や方向性について検討した。

・「『若者定住促進施策』の現状と課題」（平成24年度発行）

　地方圏において若者が減少し、地域の賑わいが失われている中で、いかに若者を地域に定住させるか

が喫緊の課題となっている。

　故郷・田舎暮らしに魅力を感じている若者が近年増えているという現状を踏まえ、若者定住促進の一

助となるよう、全国の地方公共団体へアンケート等を行った調査結果を取りまとめた。

・「『インバウンド観光施策』の現状と課題」（平成25年度発行）

　国内の観光需要低迷が見込まれる昨今、インバウンド観光促進は雇用の創出や地域経済の活性化が期

待できるため、地方公共団体にも有効な手段とされている。

　そこで全国の地方公共団体で取り組まれているインバウンド観光施策の現状や課題について各地方公

共団体へのアンケート等の調査結果を取りまとめた。

・「『遠隔自治体間連携』現状と課題」（平成26年度発行）

　人口減少や少子高齢社会を迎え、遠隔自治体間連携の必要性が認識されている。そこで、遠隔地に立

地する自治体間の連携や交流をテーマとする調査研究を行い、今後の遠隔自治体間連携の課題やその展

望について検討を行った。

❻ 移住・定住・交流の推進に関する調査研究事業の実施
　地方部の地方公共団体における都市住民との交流を推進するとともに、移住の受入を促進することに

よって地域活性化の課題と解決策を見いだすため、平成26年度から（一社）移住・交流推進機構と連携

して調査研究を行っている。その成果は、会員等に周知するとともにHPにおいて公開している。

❼ 「地域づくり読本」の作成　 ➡ 資料編 P73

　全国地域リーダー養成塾の副読本として、塾長と主任講師がそれぞれ

の専門分野から、地域づくりの理論と実践をわかりやすく解説した「地

域づくり読本」を平成19年度と平成26～27年度に作成した。
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❽ 地域づくりに関する動画コンテンツの発信（旧優良イベント紹介支援事業）
　平成16年度から始まった優良イベント紹介支援事業では、「ふるさとイベント大賞」受賞イベント及

び総務省が実施する「ふるさとづくり大賞（平成25年度までは地域づくり総務大臣表彰）」受賞団体の

活動を紹介する動画コンテンツを企画・制作し、DVDの会員への配布やメディアを通じた全国への情

報提供を行った。（平成17～21年度にはNHK-BS2で放送）

　平成23年度からは地域づくりコンテンツ発信支援事業として、優良イベント紹介支援事業で実施し

ていた情報提供のほか、センター公

式YouTubeチャンネル「地域づく

りTV」で公開を行うとともに、動

画のDVDの貸し出しを行い、地域

づくりに関する研修や授業等でも活

用されている。

　動画コンテンツは、単なる団体・

個人の活動紹介にとどまらず、活動

の歴史文化的背景や地域風土にも焦

点を当て、充実した内容となっている。

❾ ホームページによる地域情報の提供
　センターが保有する地域づくりに関する諸情報の提供や、セ

ンターの事業案内、出版物の紹介などを広く告知するため平成

８年10月に開設したホームページ「地域づくり百科」を平成

15年のリニューアルを経て、約18年にわたり運用してきた。

多様な地域情報を提供してきたが、既存の膨大な情報を整理す

るとともに、求めている情報を探しやすいようにカテゴリを分

類した新ホームページへ平成26年８月に移行した。平成27年

８月には、会員サービス充実のため刊行物の電子化など、より

情報コンテンツを強化した上で、Web会員制を導入した。

❿ 最先端ICT利活用による情報提供の推進
　平成26年1月より地域活性化センターフェイスブックページ「地域づくりの現場なう！（https://

www.facebook.com/chiiki.dukuri.now）」を開設し、地域おこしの現場、地域で頑張る方々の情報

やセンターの事業を紹介している。開設時よりほぼ毎日、情報を投稿しており、平成27年８月末時点

で726投稿、6,074いいね！を達成している。

地域活性化センターホームページ
http://www.jcrd.jp/

「地域づくりTV」
https://www.youtube.com/user/chiikidukuri
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⓫ コミュニティづくりの推進
　会員、センターの事業への参加者、助成事業対象者、ファンとの絆を強めることにより、センター事

業に対するニーズを把握し、新たな需要を創造するため、コミュニティづくりを行うとともに交流拡大

のためのサイトを構築する。

⓬ ふるさと情報コーナー運営事業
①ふるさと情報コーナーの運営　 ➡ 資料編 P74

平成７年度から「ふるさと情報プラザ」を有楽町に開設し、都道府県・市町村の観光パンフレット

の展示・提供のほか、地域プロモーション支援事業として各種イベント（観光物産展、セミナー、寄席、

コンサート等）を開催し、首都圏の住民やマス

コミに対するPR活動を行った。平成23年度にセ

ンターが入居している日本橋プラザビル1階に移

転し、「ふるさと情報コーナー」と名称を変更し、

引き続き地方公共団体の観光・物産・イベント

などを紹介するパンフレット（約2,600種類）を、

来訪者に無料で提供している。

【所在地】　�東京都中央区日本橋2-3-4　日本橋

プラザビル１階

②パンフレットランキングとふるさとパンフレット大賞　 ➡ 資料編 P83、84

平成23年度より、提供したパンフレットの状況をまとめ、年間提供数上位市町村をランキング

形式で発表している。年間総提供数は、平成26年度に32万部となり、過去最高となった。また、

平成25年度より「ふるさとパンフレット大賞～旅に出たくなる、思わず手にとる～」を創設し、

人気観光地でなくても優れたセンスで地域情報を発信しているパンフレットを表彰している。

③地域パンフレット創造セミナー

多くの人々の興味を引き、旅行意欲を掻き立てるようなパンフレットを創造し、地域情報を発信

してもらうことを目的に、平成26年度から開催している。第1回目は「魅力ある地域パンフレット

とは」と題し、ふるさとパンフレット大賞受賞団体によるプレゼンテーションや選考委員によるディ

スカッションを中心に開催した。

17

第３章　事業の概要

27-108272_30年のあゆみ.indb   17 2015/09/15   10:42:52



⓭ 地域おこし協力隊事業の推進
　地域へ移住して地域活性化への貢献をしたいと望む都市住民（若者等）

のニーズに応えるとともに、人口減少・高齢化に悩む地域を活性化するた

め、（一社）移住・交流推進機構と連携して協力隊員の受け入れをしようと

する地方公共団体に関する情報を取りまとめ提供している。

　また、平成27年９月には、現役の協力隊員のほか、隊員OB、受け入れ

地方公共団体の担当者からの実体験やアドバイスなど約60事例や、有識

者からの地域おこし協力隊の現状や役割、今後の期待などのほか、Q＆A

や制度説明などを１冊にまとめた『地域おこし協力隊　日本を元気にする

60人の挑戦』を発行した（2015年９月１日初版発行）。 ➡ 資料編 P73

⓮ 広報プロモーションの積極的な推進
　平成27年度から、地域情報を国内外に発信するために、メディアを活用した広報のためのネットワー

クを構築するとともに、四半期に１回程度、メディア懇談会を開催している。また、センターの事業全

般についての視察、講演依頼を積極的に受け入れている。

⓯ �地域活性化ビデオ・DVDの製作と貸出し�
（昭和61年度～平成23年度）　 ➡ 資料編 P85

　全国各地の先進的な地域づくりに関する施策を普及させるため、

地域社会の活性化に関するテーマ、また地方公共団体のニーズがあ

るテーマを選定し、ビデオ・DVDに映像としてまとめ、一般貸出し

を行っている。

　昭和61年以来、平成23年度までに計34タイトルを作成した。

地域活性化ビデオ・DVD
「中山間地域」の再生

～地域の魅力づくりのポイント～
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⓰ 優良イベント紹介支援事業（平成16～22年度）
　地域活性化に資するイベントの更なる発展を図るため、「ふるさとイベント大賞」を受賞した様々な

イベントの魅力をDVDにして、メディア等を通じて全国に情報提供した（平成21年度『「第12回ふる

さとイベント大賞」受賞イベント』（平成21年８月９日NHK-BS2で放送など）。また、このDVDは会

員等に配布した（1,971枚制作）。

⓱ 「地域政策の動向調査」結果の提供（昭和62～平成22年度）
　全国の地方公共団体が直面している様々な地域課題と、それらに対応する地方公共団体の施策立案、

実践に寄与するため、総務省が実施している「地域政策の動向調査」の結果として、地方公共団体の特

徴的施策や先進的事例を取りまとめた冊子「市町村の活性化新規施策100事例」を平成22年度まで毎

年作成し、センター会員等に配布した。 ➡ 資料編 P73

⓲ 全国ふるさとづくり広報事業（平成５～22年度）
　全国各地域において展開されている個性豊かなふるさとづくりの事例を全国ネットのテレビ放送によ

り紹介し、ふるさとづくりの一層の促進を図った。

　平成21年度

　番組名　：『列島発！第２のふるさと新発見～夢を追った僕らの挑戦～』

　放送日時：平成21年12月23日（水・祝）　TBS系列28局ネット＋４局

　　　　　　平成22年１月30日（土）　BS-TBS

⓳ 「地域活性化情報ファイル」の発行（平成５～21年度）
　『地域活性化情報ファイル』として、地方紙46紙の中から地域づくりに役立つものを選び、新聞記事

をそのままの形で冊子にまとめ、平成21年度まで毎月会員向けに発行した。

⓴ 新聞による地域情報発信事業に対する支援（平成６～18年度）
　新聞を活用した地域情報発信により、各地域における地域活性化の状況について広く国民の理解を深

めることを目的として、平成６年度～18年度の間、地方公共団体が実施する新聞広告による地域情報

発信事業に対し支援を実施した。

19

第３章　事業の概要

27-108272_30年のあゆみ.indb   19 2015/09/15   10:42:52



● フューチャービジョンによる情報発信事業（平成16～17年度）
　平成16年度から平成17年度にかけて、羽田空港国内線搭乗ラウンジに設置された50台のフューチャー

ビジョン（映像・文字情報メディア）を活用して地域情報を発信する事業を実施した。センターの業務

情報や総務省施策を放映するほか、地方公共団体等に放映枠を提供し、ふるさと情報発信を支援した。

● 地域人材確保の取組み
①地域人材確保システム運営事業

地方公共団体や各種関係団体等が、一定の能力やノウハウを有する人材を広く募集する際に、こ

れらの人材募集情報をセンターが取りまとめ、地域で必要とする人材の確保を支援するため、平成

12年度から運営を開始し、ホームページ及びメールマガジンにより人材募集情報を提供している。

②地域力創造データバンク

センターが管理していた「人材データベース」

を平成20年度にリニューアルし、総務省などの

関係組織が個別に管理していた人材データベー

スを統合し、「地域力創造データバンク」を平成

21年４月に創設。全国の活性化事例や、活性化

を推進するためのアドバイザーの人材情報等の

発信を行っている。

21

22

地域おこし協力隊の活動風景
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2　研修及び交流
　「地域づくりは人づくりから」という基本理念の下、各地の地域づくりの中核となる人材を育成する

ため、全国地域リーダー養成塾を運営している。また、全国の特色ある地域づくりの先進地を選定し、

現地でワークショップ形式の事例研究やフィールドワーク等を行う地方創生実践塾（旧地域再生実践塾）

を開催しているほか、平成26年度からは、新規事業として地方成功人材のマッチングによる土日集中

セミナーを開催しており、地方創生において重要な人材を育成する事業に力を注いでいる。

❶ 地域づくり人材養成塾（研修生の勉強会）　 ➡ 資料編 P86

　センターにおける地方公共団体からの2年間の研修生制度を平成26年度からは「人材養成塾（研修生

の勉強会）」と位置付け、年間40回程度の研修会や現地視察を実施している。また、他団体が主催する

研修会及びセミナーへの研修生の参加を促進し、それらの成果を一冊のノート（研修手帳）にまとめる

ことで研修生の資質の向上を図るとともに、全国に

通用する地域づくりプランナーの養成を図っている。

さらに、国内の地域づくりの先進事例地を視察・調

査するとともに、視察先での交流を通じた人脈づく

りを目的として研修生を派遣しているほか、（公財）

全国市町村研修財団主催の市町村アカデミー、自治

大学校やGRIPSの短期講習も受講させている。

　なお、センターで行う研修には研修生以外に個人

賛助会員にも優先案内している。

❷ 全国地域リーダー養成塾　 ➡ 資料編 P89、92

　既存の枠にとらわれない、斬新かつ大胆な発想の

できる地域のリーダーを養成するため、平成元年度

からセンターに「全国地域リーダー養成塾」を運営

している。

　年間を通じて、地域づくりの専門家・実践家等に

よる講義のほか、国内の先進地における現地調査、

主任講師による少人数のゼミナール形式の講座など、

実践を重視したカリキュラムを用意し、平成26年

度までに897名の感性豊かな実行力のある地域の

リーダーを養成した。
全国地域リーダー養成塾一般研修

平成27年度人材養成塾
「ふれあい囲碁体験会」
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　第1期28名は平成元年5月11日の開講式に出席したほか、翌12日には竹下登首相（当時）を表敬訪

問し、「地域リーダーの養成は大変必要、火は自ら燃えることにより他に転ずることができる」との激

励を受けた。

全国地域リーダー養成塾修了者等への支援　 ➡ 資料編 P99

全国地域リーダー養成塾の修了者に対し、自己啓発

を促し、意識の高揚を図るとともに、主任講師や修了

者相互間の交流を通じて地域のリーダーとしてのレベ

ルアップ及びそのネットワーク化を促進するため、全

国の修了者、塾長及び主任講師等が一堂に会す修了者

研修会及び地方ブロック単位での情報交換会の開催等

を行っている。

また、修了者と地域活性化センターの連携強化を図る

ため、ITツールを活用した各種情報の提供を進めている。平成23年度からはフェイスブックを利用し

た情報交換の場を設け、より一層交流が深められている。

❸ 地方創生実践塾（旧地域再生実践塾）　 ➡ 資料編 P103

　地方創生を担う人材を育成するため、地域活性化の実践的なノウハウ等の取得を目指して、全国の特

色ある地域づくりの先進地において、現場に最も精通した活動経験豊かな講師等の指導のもと、ワーク

ショップ形式の事例研究等を行う「地方創生実践塾（旧地域再生実践塾）」を平成17年から全国各地で

開催している。平成26年度末までの開催回数は52回、受講生総数は、のべ1,924名に上る。

平成26年度
福島県下郷町フィールドワーク

平成26年度
高知県四万十町グループワーク

ブロック別情報交換会
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❹ 地方成功人材のマッチングによる土日集中セミナー　 ➡ 資料編 P106

　平成26年度から、センターが蓄積してきたセミナー開催のノウハウを活かし、地域づくりに関心が

ある人や地方公共団体の職員の幅広いニーズに対応するため、地方の成功モデルを構築した複数の講師

のコラボレーションのもと、土日2日間の集中セミナーを開催している。

　テーマは農村活性化や地域ブ

ランドなど回ごとに特色のある

ものを設定。複数の講師陣によ

る多角的な講義、対談や鼎
てい
談、

パネルディスカッション、グルー

プワークなどを実施し、受講者

が学んだことを実際の行動に反

映させることができるよう成功

の秘訣や地域の価値創造、問題

解決のためのヒントを提供して

いる。

❺ �東京在住職員研修交流事業（プロばな）　 ➡ 資料編 P107

　平成19年度から、全国各地から首都圏（省庁・

財団・民間・各道府県東京事務所等）に出向してい

る地方公共団体の職員を対象に、資質の向上とネッ

トワークの強化を図るため、全国で活躍する各界の

実践者を講師に招いて講演会・交流会を開催してい

る。

❻ 活性化サロン　 ➡ 資料編 P108

　主としてセンターの職員を対象に、官民を問わず様々な分野から地域活性化の専門家を招いて、年６

回程度の講演会を開催し、地域活性化に係る様々な情報や研究・分析成果等、職員が必要とする知識の

修得を図っている。

平成26年度　プロばな

平成26年度土日集中セミナー
第2回　やねだん夏の陣
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❼ �地方創生フォーラム（旧地域再生実践フォーラム、旧地域活性化フォーラム）　
➡ 資料編 P111

　平成13年度から東京と地方の2か所で開催していた「地域活性化フォーラム」のうち、東京開催分を

地方創生実践塾（旧地域再生実践塾）の総括的なシンポジウムと位置付け、平成17年より「地域再生

実践フォーラム」と改称した。また、地方開催分となる「地域活性化フォーラム」は地方公共団体との

共催により地域の課題を反映するフォーラムと位置付けた。

　「地域再生実践フォーラム」は、地域再生に関するより具体的で実践的な手法等を、東京から全国に

向けて発信することを目的としており、近年では毎年3月に「ふるさとイベント大賞表彰式」と同時に

東京国際フォーラムで実施し、各回とも首都圏からの参加者を中心に300名以上が参加した。

　「地域活性化フォーラム」は、地域づくり団体や地域住民の方々が自分の居住する地域の活性化に関

する取組みや考え方を学び、今後の活動の参考とすることを目的としており、平成17年以降、地方で

毎年開催し、開催地の近隣住民・団体を中心に例年300人以上が参加した。

　このような流れの中、政府による「地方創生」の取組みを受け、平成27年3月の東京開催より、両フォー

ラムを「地方創生フォーラム」と位置付け、地方創生の手法を全国へ発信することとした。

❽ �都市・農村共生社会創造全国リレー�
シンポジウム

　都市住民の農村志向の高まりと若者の「田園回帰」をチャ

ンスと捉え、全国町村会の「農業・農村政策のあり方につい

ての提言」で述べられている「都市・農村共生社会」を実現

するため、平成27年度、全国町村会と共同で全国５カ所（山

形、愛知、東京、広島、熊本）においてリレーシンポジウム

を開催している。

平成26年度
地方創生フォーラム

平成26年度
地域活性化フォーラムin兵庫

都市・農村共生社会創造全国リレー
シンポジウム�in�山形
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❾ 人材育成コーディネート事業
　多様な分野で活躍する地域活性化伝道師、地域力創造アドバイザー、地域に飛び出す公務員の活動応

援を目的に、交流と互学互習の場の提供を行い新たな地域活性化策の創発をめざしている。

❿ 地域に飛び出す公務員ネットワーク　メーリングリストの運営
　仕事以外に地域おこしや社会貢献活動、ボランティア活動に取り組む公務員のネットワークを支援す

ることを目的に、総務省が平成20年に開設したメーリングリストサービス「地域に飛び出す公務員ネッ

トワーク　メーリングリスト」を平成22年度より運営している。平成27年7月末時点で2,675人の登

録（国家公務員257人、地方公務員2,149人、その他269人）があり、年間約750通のメールによる情

報交換・交流が行われている。

⓫ 海外調査事業について
○地域づくり海外調査研究事業　 ➡ 資料編 P112

　平成10年度から実施している事業で、センターの地方公共団体の研修生が、海外における先進的な

地域づくりの状況を調査し、その成果をセンター並びに派遣元の施策に反映させるとともに、視察先で

の交流を通じ相互理解を深めることを目的としている。

○海外調査団の派遣（昭和62～平成19年度）　 ➡ 資料編 P114

　海外における「地域づくり」の先進事例に学び、現地の人々の暮らし、歴史、文化、風土等に直接肌

で触れ、地域づくりに必要な国際的視野の育成を図るため、昭和62年度から平成9年度までは年2回、

平成10年度から平成19年度までは年1回の計32回海外調査団を派遣した。全国の地方公共団体、民間

企業等官民問わず広く参加者を募集し、長い歴史に支えられ、古くからの伝統と文化を誇る欧州各国を

中心に、北米地域、アジア・豪州において各分野で秀でた事例、取組みを調査した。
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3　まちづくり助成等支援
　地域社会の活性化に資するため、地方公共団体や地域づくり団体等を対象とした各種助成金の交付を

行うとともに、全国各地の地域PRや特産品PRのためのスペースを提供している。また、地域で行わ

れている数多くのイベントの中から優れた事例を表彰するとともに、地域づくり団体全国協議会に対す

る支援を行っている。さらに、移住・定住に関する地方公共団体のアクションプラン策定、体制整備、

人材育成等について委員の派遣やコンサルティング等を行うことにより、協働して実施している。

❶ 公共スポーツ施設等の利活用の促進に対する助成　 ➡ 資料編 P115

　平成7年度から、市区町村が設置する体育館、陸上競技場、野球場、プールなどの公共スポーツ施設

の有効利活用を促進するため、その管理運営に創意工夫を凝らしている市区町村が実施するモデル的な

事業に対し助成を行ってきたが、平成16年度か

らは健康増進に寄与する施設を助成対象に加える

など内容の充実を図ってきた。

　助成額の上限は、システム整備に係る事業につ

いては300万円、地域スポーツ活動の推進や健康

増進に資するためのソフト事業については100万

円としている。助成率は助成対象経費の100％以

内となっており、平成７年度から平成26年度まで

に市区町村等合計147団体に対して助成を行った。

❷ スポーツによる地域振興に対する助成　 ➡ 資料編 P121

　平成17年度より「スポーツ拠点づくり推進事業」を実施し、全青少年があこがれ目標とするスポー

ツ種目ごとの拠点を全国各地に形成し、小・中・高校生が参加する各種スポーツの全国大会を継続的に

開催する団体を支援し、スポーツの振興と地域再生

の推進を図っている。市区町村及びスポーツ団体が

共同でスポーツ大会開催計画を策定し、センター内

に設置されている「スポーツ拠点づくり推進委員会」

が承認する団体に対して10年間を限度に、毎年度

助成を行っている。平成26年度までに合計72の大

会を支援している。

　また、平成27年度からは「スポーツ拠点づくり

自立促進事業」として、平成26年度以前の承認大

公共スポーツ施設等活性化助成事業
長野県飯島町　ノルディックウォーク講座

2014四日市サイクル・スポーツフェスティバル
「第10回全国ジュニア自転車競技大会」
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会のうち、自立的な開催意欲が強く且つ継続して実施する見込みがある市区町村に対しては、自立的に

大会開催を継続できる体制への円滑な移行が図られるように支援を行っている。

❸ 地方創生のための移住・定住・交流による地域活性化に対する助成

　平成19年度から平成21年度まで、「移住・交流受入システム支援事業」として移住・交流に関する

モデル事業の創出に重点を置き59事業へ助成を行った。

　平成22年度から平成23年度まで実施した「移住・交流推進支援事業」では、移住・交流の継続的な

推進を図る仕組みづくりに対する支援を目的として67事業へ助成を行い、平成24年度から平成26年度

までは「移住・交流による地域活性化支援事業」として、これまで実施してきた「移住・交流による地

域活性化支援事業」と「合併市町村住民組織活性化支援事業」を統合し、地方が都市住民等を受け入れ

る移住や交流人口の増加等につながる地域交流の推進によって地域を活性化することを目的とした145

事業への助成を行った。

　平成27年度からは事業名称を「移住・定住・交流推進支援事業」と変更し、地域団体等が地域を活

性化するために自主的・主体的に実施する、都市住民の移住推進や交流人口の増加等を目的とする事業

に対して支援を行っている。 ➡ 資料編 P125

　また、「移住・定住に関する推進体制整備支援事業」として、移住や定住を推進するための具体的な

実行計画（アクションプラン）の策定及び移住や定住に向けた体制整備を支援するため、3年度を目途

として継続的に助成する事業を平成26年度より開

始した。 ➡ 資料編 P134

　さらに、平成27年度から地方創生の実現に向け

た移住等を推進するため、「地方創生に向けて“が

んばる地域”応援事業」として、地方公共団体と民

間企業とが連携して進める事業、地域の経済循環創

出による雇用の場の創出に関する事業、次世代の地

域を担う若者や女性が活躍する事業に支援を行って

いる。 ➡ 資料編 P134

❹ 地域づくりアドバイザーの招聘に対する助成　 ➡ 資料編 P135

　地域づくりに関する様々な課題を抱えている市区町村に対し、適切な助言を行うことのできる各分野

の専門家を紹介するとともに、市区町村が専門家を招聘するために要する経費の一部を助成している。

平成3年度より開始し、平成26年度までに合計1,031団体に対し支援を行ってきた。

移住・定住・交流推進支援事業（京都府南丹市）
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❺ �被災市町村における地域の元気創造事業に対する助成（平成23～27年度）
➡ 資料編 P146

　平成23年度から平成25年度まで実施した「被災市町村地域コミュニティ再生支援事業」では、東日

本大震災により住民が離散した集落において、住

民同士の絆の維持や一体感の醸成を図ることなど

により、地域の活力を取り戻し、地域コミュニティ

等の再生や新たな地域の元気を創造することを目

的として実施するまちづくり事業や各種の交流事

業に対して、35事業（30市町村）へ助成を行った。

　平成26年度は「被災市町村における地域の元

気創造支援事業」に名称を変更し、８事業（５市

町）への助成を行った。

❻ 地域イベントの表彰（ふるさとイベント大賞）　 ➡ 資料編 P148

　地域の活力を生み出すふるさとイベントの更なる発展を応援するため、全国からイベントを募集し、

特に優良な事例について「ふるさとイベント大賞」として表彰している。表彰したイベントを全国に向

けて広く発信・紹介することで、ふるさとイベントの創造・発展を促し、地域固有の風土・伝統・暮ら

しを守るとともに、地域に対する愛情と誇りを育み、内外との交流につながる地域の活性化を目指して

いる。平成27年度で第20回目を迎え、第19回までに141の個性豊かなイベントを表彰しており、近年

は3月に有楽町の東京国際フォーラムを会場として「ふるさとイベント大賞」表彰式を開催している。

平成26年度には、地方創生の更なる推進を図るため「内閣総理大臣賞（大賞）」を創設したほか、規模

の大小を問わず、地域コミュニティが主体となって取り組む魅力的なイベントに対して「ふるさとキラ

リ賞」を創設した。

ラグビーワールドカップ2019
釜石誘致応援を通じた地域の元気創造事業

第19回大賞「塩竃みなと祭」（宮城県塩竃市） 第19回ふるさとイベント大賞表彰式
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❼ 地域産品・観光宣伝事業への支援　 ➡ 資料編 P151

　平成4年度より、地方公共団体や関連団体に対し

て、各地域の特産品や観光資源のPRあるいは消費

者ニーズの把握等を目的としたイベントを実施する

ための会場を首都圏で提供し、各地域で行われてい

る地域産品開発や観光おこしの活動を促進支援する

事業を開始した。

　平成7年度からは、センターが入居している「日本

橋プラザビル」南側広場に屋外イベントスペースを、

有楽町の「ふるさと情報プラザ」内に屋内イベント

スペースをそれぞれ設け、地域産品や観光分野でのPRの更なる促進を図ってきたが、平成23年度に「ふ

るさと情報プラザ」の方を閉鎖し、「日本橋プラザビル」南側広場の屋外イベントスペースに一本化した。

❽ 地域づくり団体への助成・支援　 ➡ 資料編 P162、163、164、165

　平成６年度より、住民等の主体による地域課題解決に

向けた取組みの醸成を図るため、自主的・主体的な地域

づくりの推進に資することを目的とした全国組織である

「地域づくり団体全国協議会」が行う全国レベルの研修・

交流・助成事業（地域づくり団体全国研修交流会、地域

づくりコーディネーター研修会、地域づくり団体活動支

援事業）に対して助成及び支援を行っている。

　これらの活動を通して、地域活動が改めて評価される

機会や幅広いネットワーク形成に役立ち、地域振興にも

寄与している。

❾ 地域イベントへの助成・支援　 ➡ 資料編 P185

　地域イベント助成事業は、コミュニティが主体となっ

て行い、創意と工夫に富み、地域の活性化に貢献して

いるイベントに対して必要な支援を行い、地域の一層

の活性化を図ることを目的として実施している。

　昭和61年度から開始し、平成３年度以前は、（一財）

自治総合センターと共同して町村、広域市町村圏等に

助成をしていたが、平成4年度から（公財）地域社会

イベントスペース

平成26年度　地域イベント助成事業
チンドン・グランプリ�in�俵山温泉（山口県長門市）

地域づくり団体全国研修交流会
（第32回三重大会）
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振興財団の協力を得て、市区町村に助成を行っている。助成率は100%、助成額100万円を上限として

実施している。

❿ 活力ある地域づくり助成事業に対する支援　

○商店街の振興事業への助成

　商店街のイメージアップ又は中心市街地の再活性化を図るため、市町村が基本計画等に基づき実施す

るハード事業で、商店街のイメージアップに資する施設・設備等の整備を行うものに対して「魅力ある

商店街づくり助成事業」として平成７年度から助成を開始した。また、地域の特色を活かして主として

中心市街地において市町村等が自主的・主体的に実施する、活力ある商店街づくりのためのソフト事業

についても「活力ある商店街づくり助成事業」として助成を行った。

　平成23年度からは、「活力ある商店街づくり助成事業」をハード事業に改め、（一財）自治総合センター

の「コミュニティ助成事業」の「活力ある地域づくり助成事業（活力ある商店街づくり助成事業）」と

して実施し、センターは専門的見地から審査業務に協力している。 ➡ 資料編 P197、199

○広域的連携を目的として実施するソフト事業への助成

　主に広域で開催されるイベントに必要なソフト事業の充実のため「広域交流イベント助成事業」とし

て平成９年度から助成を開始した。平成10年度からは「広域連携推進助成事業」と改称し、助成対象

事業もイベントに限らず、広域連携を築くため、複数の市町村が行う地域内交流事業に対して助成を行

うこととし、市町村だけではなく、広域事務組合等が行う事業も助成を行った。

　平成23年度からは、（一財）自治総合センターの「コミュニティ助成事業」の中の「活力ある地域づ

くり助成事業（広域連携推進助成事業）」として実施し、センターは専門的見地から審査業務に協力し

ている。 ➡ 資料編 P200

○地域資源活用事業への助成

　主に自然を生かした交流事業等に対して、「ふるさとの川交流助成事業」として平成９年度から助成

を開始した。平成14年度からは、「地域資源活用助成事業」として、あらゆる地域資源を活用したソフ

ト事業が対象となり、地域に存在する自然、文化、歴史、産業、生活習慣等の特性を地域資源として発

見し、積極的な活用を図ることを目的として実施する特色あるソフト事業に対して助成を行った。

　平成23年度からは、（一財）自治総合センターの「コミュニティ助成事業」の中の「活力ある地域づ

くり助成事業（地域資源活用助成事業）」として実施し、センターは専門的見地から審査業務に協力し

ている。 ➡ 資料編 P202
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⓫ アンテナショップの支援事業
　東京都内にある地方公共団体主導のアンテナショップ間のネットワークを構築するために、アンケー

トによる実態調査の実施や関係者の情報交換会の開催などの支援を平成20年度から行っている。

①自治体アンテナショップ実態調査　 ➡ 資料編 P73

平成20年度以降、地方公共団体が主体となって設置するアンテナショップの調査を実施。結果

はホームページ等で公開し、マスコミにも情報を提供している。平成26年度には、平成21年度か

ら行っている東京都内にあるアンテナショップに関する経年調査結果のほか、東京都外、海外にあ

るアンテナショップの調査結果を報告書にまとめた。加えて、「北海道どさんこプラザ」（北海道）

と「とっとり・おかやま新橋館」（鳥取県・岡山県）の事例、センターの自治体アンテナショップ

支援事業についても紹介した。

②アンテナショップの紹介、情報提供

各アンテナショップの紹介をホームページ、フェイスブック、情報誌「地域づくり」等に掲載し

ているほか、マスコミ、小売店バイヤー、一般ユーザーに対して情報提供を行っている。

③��アンテナショップパンフレットの展示、英文パン
フレット作成

ふるさと情報コーナー（日本橋プラザビル１F）

に、アンテナショップ・コーナーを設置し、各

アンテナショップのパンフレットを展示してい

るほか、平成26年度には都内の18アンテナショッ

プと共同で英文パンフレットを出版した。掲載

内容は、民間サイト「レッツエンジョイ東京」

と連動して、スマートフォンを活用して多言語

でも情報を得られるシステムを構築した。

④自治体アンテナショップ情報交換会

アンテナショップ関係者を対象に、年2回情報交

換会を開催し、関係者同士の情報交換・交流の場を

提供している。

⑤視察受入・相談窓口

海外からのアンテナショップの視察の受入のほか、

新規出店やリニューアルを希望する団体の相談を受けている。

アンテナショップ　英文パンフレット

アンテナショップ情報交換会
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⓬ �「地域づくり計画」策定業務等への支援
（コンサルタント事業）　 ➡ 資料編 P205

　地方公共団体の地方版総合戦略、総合計画、地域振

興計画等の「地域づくり計画」の策定業務及び地域づ

くりに関する様々な課題の解決等についてコンサルティ

ング、職員派遣等の支援を行うとともに、民間シンク

タンク、コンサルタントの情報を提供する。

　平成23年度までは、地方公共団体からの依頼を受

けて、「地域づくり計画」の具体的な策定業務または調査・研究に係る業務を受託した。

⓭ �移住・定住・交流に関するアクションプラン策定、体制整備等の協働の実施

　❸の助成を受けて移住等を推進するためのアクションプランの策定を行う地方公共団体に対し、策

定委員会に職員を派遣し、民間シンクタンクまたはコンサルタントの協力も得て、移住等を推進するた

めの具体的なアクションプランの策定、体制の整備、人材の育成等を協働して実施している。

⓮ 「地域ホッと！サイト」による地域産品等の情報の提供（平成4～17年度）
　平成4年度開始の地域産品情報の調査及び事例集の作成と、イベント情報調査を「地域産品データ集」

（平成9年～）、「あのまちこのまちイベント情報」（平成10年～）として、それぞれインターネット上で

公開した。平成13年度にこの2つの情報を統合し、さらに美術館等の公共施設情報を加えた「地域ホッ

と！サイト」を開設。地域の魅力を総合的にPRすることとしたが、平成17年度から情報提供機能の強

化を目指した「地域逸品発掘事業」「優良イベント紹介支援事業」を創設。本事業はこれら新事業に統

合された。

⓯ 地域おこし研修会受託事業の実施（平成6～22年度）　 ➡ 資料編 P207

　「地域再生実践塾」や「全国地域リーダー養成塾」といった研修会のノウハウを活かし、地域社会の

活性化に資する人材の育成を図るため、地方公共団体等の要望に応じ、講演会・グループワーク等を内

容とする地域おこし研修会の開催を受託し、当該地方公共団体等と共同で実施した。

「地域づくり計画」策定業務支援
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⓰ 地域逸品発掘事業の実施（平成17～22年度）　 ➡ 資料編 P209

　平成17年度から平成22年度まで、特産品及びその特産品を生み出した地域の魅力を伝え、販売促進

と地域ブランド化を図ることを目的として、ホームページ「特産品倶楽部」において動画等を活用して

情報提供を行った（平成23年３月末現在で249品目を掲載）。

⓱ 合併市町村住民組織活性化支援事業への助成（平成18～23年度）　 ➡ 資料編 P214

　平成18年度から平成20年度まで実施した「合併市町村地域資源活用事業」では、平成11年以降に合

併した市町村において、産業・文化・観光等の活性に向けて地域資源を積極的に活用して実施する事業

に対して、96事業へ助成を行った。

　平成21年度からは「合併市町村住民組織活性化支援事業」として、合併後に主たる事務所が置かれ

ていない旧市町村の地域を活性化することを目的として住民組織等を支援する事業に対して、事業終了

となる平成23年までに118事業へ助成を行った。

⓲ 再チャレンジ・コミュニティカレッジ支援事業への助成（平成19年度）　 ➡ 資料編 P220

　平成19年度のみの単年度事業として実施した。

　地域における人材の受入態勢の整備として、地域産業に就くための技術の習得や実務体験を行う「再

チャレンジ・コミュニティカレッジ」に対して、モデル事業を選定のうえ14事業に支援を行った。助

成額は1事業につき500万円を上限とし、助成の対象となる経費の100％を上限とした。
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4　移住・交流の推進
　移住・交流推進機構（JOIN）を設立し、地域が都市住民等を受け入れる移住・交流の推進や住民同

士の交流により地域を活性化するための支援を行うほか、地方公共団体または団体が自主的・主体的に

実施する移住・交流事業に対して助成を実施している。

　また、総務省の「地域おこし協力隊」制度の積極的活用や地方公共団体と隊員のマッチングを支援し、

その地域への定住・定着を図っている。

❶ 移住・交流推進機構（JOIN）の設立
　平成18年5月に総務省「人口減少自治体の活性化に関する研究会」が公表した報告書において、人口

が過度に集中した大都市部から人口減少自治体への移住や交流の促進を図るために、意欲的な地方公共

団体が連携し、企業等も交えた全国な推進体制を起ち上げることが提言されたことを受け、同年10月

にセンター内に「移住・交流推進組織設立準備室」が設置された。

　翌年、移住・交流促進のための全国的な推進組織の円滑な設立に向けて、組織の事業内容が企業や自

治体にとって魅力的なものとなるように、島田晴雄　千葉商科大学長を委員長とし、33地方公共団体

と民間企業36社による「移住・交流推進準備委員会」が設置・開催され、その中での議論・検討を経て、

平成19年10月に移住・交流推進機構（JOIN：Japan�Organization�for�Internal�Migration）は任意

団体として設立された。

　移住・交流推進機構は、豊かな自然環境に恵まれた地方に新しい生活、可能性を求め、移住・交流を

希望する者への情報発信や、ニーズに応じた地域サービスを提供するシステムの普及を行うことにより、

都市から地方への移住・交流を推進し、もって人

口減少社会における地方の振興に寄与することを

目的としており、設立時は自治体会員665団体、

法人会員43団体でスタートしたが、「JOIN移住・

交流＆地域おこしフェア」の開催や「自治体会員

と法人会員のマッチングによる新ビジネス創造事

業」などにより社会的信用力を高め、平成26年4

月からは一般社団法人化し、平成27年8月1日現在

では自治体会員1,245団体、法人会員39団体となっ

ている。
JOIN移住・交流＆地域おこしフェア
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❷ 地域おこし協力隊等への支援
　総務省が平成21年度に開始した「地域おこし

協力隊」制度は、都市地域から過疎地域等の条件

不利地域に住民票を移動し、生活の拠点を移した

者が、一定期間、地域に居住して、地域ブランド

や地場産品の開発・販売・PR等の地域おこしの

支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援な

どの「地域協力活動」を行いながら、その地域へ

の定住・定着を図る取組みである。

　センターでは、地域への貢献等を望む都市住民

（若者等）のニーズに応えるとともに、人口減少・高齢化に悩む地域を活性化するため、平成21年度か

ら移住・交流推進機構と連携して、地域おこし協力隊希望者と地方公共団体とのマッチング等に関する

情報をポータルサイトで取りまとめて提供している。

　ポータルサイトでは、地方公共団体の隊員募集情報に加え、隊員希望者事前登録・マッチングシステ

ム（隊員希望者に、行いたい活動内容や保有する技能等をサイト内に設置したデータベースに登録して

もらい、地方公共団体が求める人材に対してオファーができるシステム）や、Web合同説明会（隊員

の活動イメージが少しでも明確になるように、地域の魅力や特徴、その地の人の生の声を動画や画像を

用いてリアルに紹介するシステム）などの新規コンテンツも制作し、募集活動を支援している。

　また、総務省が平成24年度に始めた「若手企業人地域交流プログラム」と平成25年度国費モデル事

業「シニア地域づくり人」を統合して平成26年度に創設された「地域おこし企業人」についても、大

手企業と地方公共団体の人材交流を図り、三大都市圏から地方への人の流れを創出する観点から、企業・

地方公共団体双方への情報提供など積極的な活用をサポートしていくこととしている。

地域おこし協力隊ポータルサイト
http://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/
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❸ 移住・交流情報ガーデンの運営受託　 ➡ 資料編 P221

　総務省が平成27年3月28日に開設した「移住・交流情報ガーデン」の運営をJOINが受託した。移

住に関する47都道府県の取組みを情報発信する場として、ガーデン内には各自治体のパンフレットが

置かれ、移住相談員が常時、仕事や就農支援、住環境に関する移住相談にのっている。また、Ｉ・Ｕター

ンした経験者を呼んでの講演会や、移住の不安を解消するレクチャーなど、各地方公共団体等が工夫を

凝らしたイベントを開催することができるようになっている。

イベントコーナー 各自治体パンフレットの展示
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資 料 編

１　設立趣意書

財団法人　地域活性化センター
設立趣意書

　最近、まちづくりや産業おこし等地域からの活性化の動きが盛んになってきています。これ
は、人生80年の時代が到来し、すべての面で質の向上が求められてくるとともに、我が国が
引き続き活力を維持してゆくことが大切であると多くの人々が認めていることによるものと考
えられます。
　このような多くの地域からの活性化の試みにより、すばらしい成果が挙げられてきています
が、一方、十分な成果が挙っていないものもあり、また、活性化の試みの手掛りを模索してい
る段階の地域も多くあります。そしてそのネックは、情報の氾濫がいわれているなかでの的確
な情報の不足であり、単なる知識ではないノウハウの不足であり、多様化、個性化するなかで
行政のみ、あるいは民間のみでは対応し切れない分野が拡大していることなどにあると考えら
れます。
　もちろん、従来から行われている国、地方公共団体、民間それぞれの努力は引き続き行われ
るべきであることはいうまでもありませんが、上記のような種々のネックを解決することが特
に急がれるところから、地域の活性化を推進する幅広い機能をもった地方公共団体と民間企業
の全国的な共同組織を設立し、広く各界の知恵と力を結集し、地域社会の活性化のための自主
的な諸活動を支援し、地域の振興を一層推進しようとするものです。
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２　設立発起人
� （50音順、敬称略）
安部川　澄　夫　　　㈱大和銀行頭取
荒　木　義　朗　　　㈱富士銀行頭取
飯　田　新　一　　　日本百貨店協会会長
石　田　　　博　　　㈱日本交通公社代表取締役社長
梶　本　保　邦　　　㈳日本観光協会会長
北　島　義　俊　　　大日本印刷㈱代表取締役社長
合　田　司　郎　　　全国町村議会議長会会長、高知県大川村議会議長
木　暮　剛　平　　　㈱電通代表取締役社長
五　島　　　昇　　　日本商工会議所会頭
後　藤　康　男　　　安田火災海上保険㈱取締役社長
小　林　庄一郎　　　電気事業連合会会長
小　林　與三次　　　㈳日本新聞協会会長、㈱読売新聞社代表取締役社長
小松崎　軍　次　　　特別区長会会長、江東区長
酒　井　新　二　　　㈳共同通信社社長
酒　井　　　守　　　㈱日本長期信用銀行取締役頭取
坂　本　常　蔵　　　全国町村会会長、茨城県玉造町長
佐　多　宗　二　　　全国商工会連合会会長
柴　田　　　護　　　㈶自治総合センター会長
志　村　　　恵　　　全国都道府県議会議長会会長、沖縄県議会議長
首　藤　　　堯　　　公営企業金融公庫総裁
真　藤　　　恒　　　日本電信電話㈱代表取締役社長
鈴　木　俊　一　　　全国知事会会長、東京都知事
関　本　忠　弘　　　日本電気㈱社長
曽　山　克　己　　　日本電気システム建設㈱代表取締役会長
谷　　　伍　平　　　北九州市長（指定都市代表）
田　淵　節　也　　　野村證券㈱代表取締役社長
千　葉　　　正　　　全国市議会議長会会長、盛岡市議会議長
塚　本　幸　一　　　㈱ワコール代表取締役社長、京都商工会議所会頭
堤　　　清　二　　　㈱西武百貨店会長
中　村　大　造　　　全日本空輸㈱代表取締役社長
中　村　時　雄　　　全国市長会会長、松山市長
那　須　　　翔　　　東京電力㈱取締役社長
羽　倉　信　也　　　㈱第一勧業銀行取締役頭取
原　野　和　夫　　　㈱時事通信社代表取締役社長
山　口　𠮷　雄　　　安田信託銀行㈱取締役社長　
山　本　卓　眞　　　富士通㈱代表取締役社長
吉　国　二　郎　　　㈳全国地方銀行協会会長、㈱横浜銀行頭取
吉　瀬　維　哉　　　日本開発銀行総裁
吉　野　照　蔵　　　清水建設㈱取締役社長
米　倉　　　功　　　伊藤忠商事㈱代表取締役社長　　　

※会社名については、当時における名称を表記しております。
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資 料 編

３　一般財団法人地域活性化センター定款
平　成　25�年　�４�月��１�日
変更　平成26�年�６�月�27�日

第１章　総　　則

（名　　称）
第１条　この法人は、一般財団法人地域活性化センター（以下「センター」という。）と称する。
（事�務�所）
第２条　センターは、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第２章��目的及び事業

（目　　的）
第３条　センターは、活力あふれ個性豊かな地域社会を実現するため、ひとづくり、まちづくり等地域社会の活性化のた
めの諸活動を支援し、地域振興の推進に寄与することを目的とする。
（事　　業）
第４条　センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（１）　地域社会の活性化に関する情報提供及び調査・研究
（２）　地域社会の活性化のためのひとづくりに関する研修及び交流
（３）　地域社会の活性化のためのまちづくりに対する助成等の支援
（４）　その他センターの目的を達成するために必要な事業
２　前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

第３章　資産及び会計

（基本財産）
第５条　基本財産は、センターの目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
２　基本財産は、センターの目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を
処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を必要とする。
（事業年度）
第６条　センターの事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。
（事業計画及び収支予算）
第７条　センターの事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会
の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

２　前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
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（事業報告及び決算）
第８条　センターの事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた
上で、理事会の承認を受けなければならない。
（１）　事業報告
（２）　事業報告の附属明細書
（３）　貸借対照表
（４）　正味財産増減計算書
（５）　貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
２　前項の承認を受けた書類のうち、第１号及び第２号の書類については、定時評議員会に報告するものとし、第３号か
ら第５号までの書類については、定時評議員会に提出し承認を受けなければならない。

３　第１項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に５年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第４章　評議員

（評議員の定数）
第９条　センターに評議員10名以上20名以内を置く。　　　　　　　　
（評議員の選任及び解任）
第10条　評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法人法」という。）第179条か
ら第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

２　評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
（１）　各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の３分の１を超えないものであ

ること。
イ　当該評議員及びその配偶者又は３親等内の親族
ロ　当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ　当該評議員の使用人
ニ　ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持してい
るもの

ホ　ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ　ロからニまでに掲げる者の３親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

（２）　他の同一の団体（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第２条第３号に規定する公益法人（以下
「公益法人」という。）を除く。）の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の３分の１を超え
ないものであること。
イ　理事
ロ　使用人
ハ　当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、
その代表者又は管理人）又は業務を執行する社員である者

ニ　次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。）である者
①　国の機関
②　地方公共団体
③　独立行政法人通則法第２条第１項に規定する独立行政法人
④　国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法人又は同条第３項に規定する大学共同利用機関法人
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⑤　地方独立行政法人法第２条第１項に規定する地方独立行政法人
⑥　特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第４条第
15号の規定の適用を受けるものをいう。）又は認可法人（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関
し行政官庁の認可を要する法人をいう。）

（評議員の任期）
第11条　評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
とする。ただし、再任を妨げない。

２　任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までと
する。

３　評議員は、第９条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された
者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
（評議員の報酬等）
第12条　評議員に対して、各事業年度の総額が200万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬の支給の
基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

２　評議員には、評議員会において別に定めるところにより、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第５章　評議員会

（構　　成）
第13条　評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
（権　　限）
第14条　評議員会は、次の事項について決議する。
（１）　理事及び監事の選任及び解任
（２）　理事及び監事の報酬等の額
（３）　評議員に対する報酬の支給の基準
（４）　貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにその附属明細書の承認
（５）　評議員の選任及び解任
（６）　定款の変更
（７）　残余財産の処分
（８）　基本財産の処分又は除外の承認
（９）　その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
（開　　催）
第15条　評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後３ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
（招　　集）
第16条　評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
２　評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することがで
きる。

３　前項の規定による請求があったときは、理事長は、遅滞なく、評議員会の招集の手続を行わなければならない。
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（招集の通知）
第17条　理事長は、評議員会の開催日の５日前までに、評議員に対して、会議の日時及び場所並びに目的である事項を
記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

２　前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することが
できる。
（議　　長）
第18条　評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
（決　　議）
第19条　評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数
をもって行う。

２　前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の３分の２以上に
当たる多数をもって行わなければならない。
（１）　監事の解任
（２）　評議員に対する報酬等の支給の基準
（３）　定款の変更
（４）　基本財産の処分又は除外の承認
（５）　その他法令で定められた事項
３　理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又は
監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順
に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
（決議の省略）
第20条　理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることが
できる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決
議があったものとみなす。

２　前項の規定により評議員会の決議があったとみなされた日から10年間、同項の書面又は電磁的記録を、主たる事務
所に備え置かなければならない。
（報告の省略）
第21条　理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告
することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項
の評議員会への報告があったものとみなす。
（議事録）
第22条　評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
２　議事録には、議長及びその会議において選出された２名以上の議事録署名人が記名押印しなければならない。
（評議員会規則）
第23条　評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款で定めるもののほか、評議員会で定める評議員会規則
による。

第６章　　役員等

（役員の設置）
第24条　センターに次の役員を置く。
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（１）　理　　事　　８名以上15名以内
（２）　監　　事　　２名以内
２　理事のうち１名を理事長、１名を常務理事とする。
３　前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第１
項第２号の業務執行理事とする。
（役員の選任）
第25条　理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
２　理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
３　各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等以内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、
理事の総数の３分の１を超えてはならない。監事についても、同様とする。

４　他の同一の団体（公益法人を除く。）の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者であ
る理事の合計数は、理事の総数の３分の１を超えてはならない。監事についても、同様とする。

５　理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
（理事の職務及び権限）
第26条　理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
２　理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、センターを代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事長を
補佐して業務を執行する。

３　理事長及び常務理事は、毎事業年度に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しな
ければならない。
（監事の職務及び権限）
第27条　監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
２　監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、センターの業務及び財産の状況の調査をすることが
できる。
（役員の任期）
第28条　理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までと
する。ただし、再任を妨げない。

２　監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
ただし、再任を妨げない。

３　補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
４　理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選
任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
（役員の解任）
第29条　理事又は監事は、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
（１）　職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
（２）　心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
（役員の報酬等）
第30条　理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支
給することができる。

２　理事及び監事には、評議員会において別に定めるところにより、その職務を行うために要する費用の支払をすること
ができる。

27-108272_30年のあゆみ.indb   45 2015/09/15   10:43:06



46

（会長、顧問及び参与）
第31条　センターに、任意の機関として会長を１名置く。
２　会長は、会員又は学識経験者の中から理事会において任期を定めたうえで選任し、理事長が委嘱する。
３　会長は、センターの運営の基本に関する事項について意見を述べることができる。
４　センターに、任意の機関として顧問を３名、参与を６名まで置くことができる。
５　顧問及び参与は、理事会において任期を定めたうえで選任し、理事長が委嘱する。
６　顧問及び参与は、理事長の諮問に応ずる。
７　顧問は、センターの運営について意見を述べることができる。
８　会長、顧問及び参与の報酬については、理事会の承認を得て理事長が別に定める。

第７章　理事会

（構　　成）
第32条　理事会は、すべての理事をもって構成する。
（権　　限）
第33条　理事会は、次の職務を行う。
（１）　センターの業務執行の決定
（２）　理事の職務の執行の監督
（３）　理事長及び常務理事の選定及び解職
（開　　催）
第34条　理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
２　通常理事会は、毎事業年度に２回開催する。
３　臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
（１）　理事長が必要と認めたとき。
（２）　理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
（３）　前号の請求があった日から５日以内に、その請求のあった日から２週間以内の日を理事会の日とする理事会の招

集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
（４）　法人法第197条において準用する同法101条第２項の規定に基づき、監事から理事長に対し、招集の請求があっ

たとき。
（５）　前号の請求があった日から５日以内に、その請求のあった日から２週間以内の日を理事会の日とする理事会の招

集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
（招　　集）
第35条　理事会は、法令及びこの定款で別段の定めのある場合を除き、理事長が招集する。
２　理事長は、前条第３項第２号又は第４号に該当する場合は、その請求があった日から２週間以内に理事会を招集しな
ければならない。

３　理事会を招集するときは、理事長は、理事会の日時及び場所並びに理事会の目的である事項を記載した書面により、
開催の５日前までに、各役員に対して通知を発しなければならない。

４　前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意のあるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
（議　　長）
第36条　理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、第34条第３項第３号又は第５号の規定により臨時理事会を
開催したときは、出席した理事の互選により議長を定める。
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（決　　議）
第37条　理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもっ
て行う。
（決議の省略）
第38条　理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わるこ
とができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決
議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

２　理事会の決議を省略したときは、決議があったものとみなされた事項の内容、当該事項を提案した理事の氏名、決議
があったものとみなされた日及び議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名等を議事録に記載又は記録しなければな
らない。
（報告の省略）
第39条　理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ
報告することを要しない。ただし、第26条第３項の規定による報告については、この限りでない。

（議事録）
第40条　理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
２　出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
（理事会規則）
第41条　理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款で定めるもののほか、理事会で定める理事会規則による。

第８章　　事務局

（事務局）
第42条　センターの事務を処理するため、事務局を設置する。
２　事務局には、所要の職員を置く。
３　事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
４　事務局の職員は、前項の職員を除き理事長が任免する。
５　職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件並びに事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を得て理
事長が別に定める。

第９章　　会　員

（会　　員）
第43条　センターに会員を置く。
２　会員の種類は、次の各号のとおりとする。
（１）　正会員
（２）　特別会員
（３）　賛助会員
３　正会員は、次の各号に掲げる者とする。
（１）　センターに基本財産を寄附した地方公共団体及びセンターに基本財産を寄附した都道府県単位の市長会、町村会

又は特別区長会（以下「市長会等」という。）に属する市、町村又は特別区
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（２）　センターに基本財産を寄附した営利法人、公益法人、その他の法人及び個人
４　特別会員は、次の各号に掲げる者とする。
（１）　地方公共団体の長又は議会の議長の全国的連合組織
（２）　前項第１号の市長会等及びその属する市、町村又は特別区のすべてがセンターに基本財産を寄附した場合におけ

る市長会等
５　賛助会員は、センターの目的に賛同して、年会費を納める者とする。
（会　　費）
第44条　会員は、年会費を納入するものとする。
２　前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は年会費を納入することを要しないものとする。
（１）　その属する市、町村又は特別区の年会費に相当する年会費を納めた場合における当該市長会等に属する市、町村

又は特別区
（２）　特別会員
３　この定款で定めるもののほか、会費に関し必要な事項は、理事会の承認を得て理事長が別に定める。

第10章　定款の変更及び解散等

（定款の変更）
第45条　この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
２　前項の規定は、この定款の第３条、第４条及び第10条についても適用する。
（解　　散）
第46条　センターは、基本財産の滅失によるセンターの目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によっ
て解散する。
（残余財産の帰属等）
第47条　センターは、剰余金の分配を行うことはできない。
２　センターが清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、センターと類似の事業を目的とする
公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第17号に掲げる法人又は地方公共団体
に贈与する。

第11章�　公告の方法

（公告の方法）
第48条　センターの公告は、電子公告により行う。
２　事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章　雑　　則

（委　　任）
第49条　この定款で定めるもののほか、センターの運営に関し必要な規程は、理事会の承認を得て理事長が別に定める。
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 附　　則
１　この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）第121条第１項において読み替えて準用する
同法第106条第１項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

２　整備法121条第１項において読み替えて準用する同法第106条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人
の設立の登記を行ったときは、第６条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記
の日を事業年度の開始日とする。

３　センターの最初の代表理事は石田直裕、業務執行理事は高橋達雄とする。

 附　　則
　 この定款の変更は、評議員会の決議の日の翌日（平成26年６月27日）から施行する。
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４　組織の変遷
（１）組織図　 ➡ 本編 P4

　　（平成7年4月）

事務局長 総　務　部 総務課

企　画　部 企画調査課

情報サービス課

研修交流課

振　興　部 業務第１課

業務第２課

コンサルタント業務課

（出先機関）ふるさと情報プラザ

　　（平成23年4月）

事務局長 総　務　部 総務課

企　画　部 企画・コンサルタント業務課

研修交流課

振　興　部 地域づくり情報課

地域支援課
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　　（平成24年4月）

事務局長 総務企画部 総務課

企画・コンサルタント業務課

研修交流課

振　興　部 地域づくり情報課

地域支援課

　　（平成26年4月）

事務局長 総務企画部 総務課

企画・コンサルタント業務課

クリエイティブ事業室

研修交流課

振　興　部 地域づくり情報課

地域支援課

　　（平成27年4月）

事務局長 総務企画部 総務課

企画・コンサルタント業務課

クリエイティブ事業室

研修交流課

振　興　部 地域づくり情報課

広報室

編集室

地域支援課
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（２）役員等
　　
　　【評議員】
� 平成27年5月14日現在
� （敬称略：順不同）
谷本　正憲� 石川県知事　全国知事会�副会長
牧野　光朗� 飯田市長
白石　勝也� 愛媛県松前町長　全国町村会�副会長
鈴木　一郎� 宮崎県東京事務所長
山口　誠二� 新潟市東京事務所長
島﨑　文夫� 栃木県茂木町地域振興課長
志賀　德壽� 特別区長会事務局長
三原　克士� 株式会社りそな銀行　東京公務部長
小山田泰幸� 株式会社みずほ銀行　公務第二部長
加藤　　誠　� 株式会社ジェイティービー　観光戦略部長
古賀　尚文� 株式会社共同通信社　相談役
佐々木　伸� 日本電気株式会社　公共ソリューション事業部　事業主幹　
吉原　　寛� 野村證券株式会社　公共法人部長
小松　俊樹� 株式会社時事通信社　取締役
山下　知裕� 富士通株式会社　公共営業本部官庁第五統括営業部第一営業部　部長
本岡　卓爾� 伊藤忠商事株式会社　審議役　開発・調査部長
畔柳　一典� 株式会社電通　ビジネス・クリエーション・センター局長兼プロジェクト・マネジメント室長

　　【役　員】
� 平成27年7月1日現在
� （敬称略：順不同）
会　長　　　高向　　巖　　　日本商工会議所　副会頭、札幌商工会議所　会頭
理事長　　　椎川　　忍　�
常務理事　　岩崎　正敏�
理　事� 　　橋本　光男　　　全国知事会　事務総長
理　事� 　　荒木　慶司　　　全国市長会　事務総長
理　事� 　　石田　直裕　　　全国町村会��事務総長
理　事� 　　小林　栄二　　　全国都道府県議会議長会　総務部長
理　事� 　　栗下　浩三　　　全国市議会議長会　総務部長
理　事� 　　三宅　達也　　　全国町村議会議長会　議事調査部長
理　事� 　　青山　伸悦　　　日本商工会議所　理事・事務局長
理　事� 　　後藤　　準　　　全国商工会連合会　常務理事
理　事� 　　長谷川芳完　　　一般社団法人全国地方銀行協会　常務理事
監　事� 　　佐藤　伸也　　　三井住友信託銀行株式会社�本店法人業務第一部長
監　事� 　　岡田　眞樹　　　（前外務省特命全権大使　タンザニア国駐箚）
顧　問� 　　小林　　實　　　公益財団法人日本音楽財団　会長
参　与� 　　山田　啓二　　　全国知事会会長、京都府知事
参　与� 　　森　　民夫　　　全国市長会会長、長岡市長
参　与� 　　藤原　忠彦　　　全国町村会会長、長野県川上村長
参　与� 　　髙島なおき　　　全国都道府県議会議長会会長、東京都議会議長
参　与� 　　岡下　勝彦　　　全国市議会議長会会長、高松市議会議長
参　与� 　　蓬　　清二　　　全国町村議会議長会会長、香川県直島町議会議長
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（３）職員年次別在職者派遣元　

年　　　度 派遣団体（団体名は派遣当時の名称）

平成17年度

伊藤忠商事、電通、JTB、時事通信社
総務省、宮城県、埼玉県、石川県、山梨県、岐阜県、兵庫県、奈良県、広島県、山口県、徳島県、愛媛
県、福岡県、佐賀県
千葉市、茂原市、長野市、高山市、四日市市、北九州市、久留米市、宮崎市

平成18年度

伊藤忠商事、電通、JTB、時事通信社
総務省、茨城県、埼玉県、石川県、山梨県、岐阜県、奈良県、兵庫県、島根県、広島県、山口県、徳島
県、愛媛県、福岡県
栗原市、綾瀬市、福井市、長野市、高山市、四日市市、米子市、北九州市、久留米市、宮崎市

平成19年度

伊藤忠商事、電通、JTB、ベネッセコーポレーション、ぐるなび、時事通信社
総務省、茨城県、埼玉県、石川県、岐阜県、兵庫県、島根県、広島県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県
青森市、栗原市、いわき市、綾瀬市、福井市、長野市、高山市、春日井市、桑名市、米子市、久留米市、
宮崎市

平成20年度

伊藤忠商事、電通、JTB、ベネッセコーポレーション、ぐるなび、コミュニティネットワーク、TBSビジョン、
時事通信社
総務省、茨城県、埼玉県、石川県、山梨県、兵庫県、島根県、広島県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡
県、沖縄県
青森市、いわき市、綾瀬市、福井市、長野市、高山市、春日井市、桑名市、久留米市

平成21年度

伊藤忠商事、電通、JTB、ベネッセコーポレーション、ぐるなび、スマートデザインアソシエーション、
ANA総合研究所、コミュニティネットワーク、TBSビジョン、時事通信社
総務省、茨城県、埼玉県、石川県、山梨県、和歌山県、島根県、広島県、徳島県、高知県、福岡県、沖縄県
いわき市、上尾市、綾瀬市、福井市、長野市、高山市、桑名市、和歌山市、松山市、松江市、久留米市

平成22年度

伊藤忠商事、電通、JTB、ベネッセコーポレーション、ぐるなび、スマートデザインアソシエーション、
ANA総合研究所、時事通信社
総務省、茨城県、埼玉県、石川県、山梨県、和歌山県、島根県、広島県、高知県、福岡県、沖縄県
鶴岡市、いわき市、日立市、上尾市、綾瀬市、長野市、高山市、津市、桑名市、和歌山市、松山市、松
江市、久留米市

平成23年度

伊藤忠商事、電通、JTB、ぐるなび、スマートデザインアソシエーション、富士通、ANA総合研究所、
時事通信社
総務省、茨城県、埼玉県、石川県、山梨県、滋賀県、和歌山県、広島県、福岡県、沖縄県
鶴岡市、日立市、上尾市、綾瀬市、長野市、高山市、津市、長浜市、和歌山市、松江市、久留米市

平成24年度

伊藤忠商事、JTB、ぐるなび、スマートデザインアソシエーション、富士通、ANA総合研究所、時事
通信社
総務省、茨城県、埼玉県、石川県、山梨県、長野県、滋賀県、和歌山県、広島県、福岡県、沖縄県
上尾市、高岡市、越前市、長野市、津市、長浜市、和歌山市、松江市、久留米市

平成25年度

伊藤忠商事、JTB、ぐるなび、富士通、ANA総合研究所、時事通信社
総務省、茨城県、埼玉県、石川県、山梨県、長野県、広島県、福岡県、沖縄県
名寄市、八戸市、大館市、上尾市、上越市、高岡市、越前市、坂井市、長野市、津市、和歌山市、久留
米市、糸島市

平成26年度

伊藤忠商事、JTB、時事通信社
総務省、埼玉県、石川県、山梨県、長野県、広島県、愛媛県、高知県、福岡県、宮崎県
岩見沢市、八戸市、つがる市、大館市、由利本荘市、上尾市、上越市、越前市、坂井市、長野市、和歌
山市、米子市、高知市、小郡市、糸島市、鹿児島市
【JOIN派遣元】�JTB、富士通、ふるさと島根定住財団、ぐるなび、ANA総合研究所、茨城県、名寄市、

大町市

平成27年度

伊藤忠商事、JTB、時事通信社
総務省、埼玉県、石川県、山梨県、長野県、広島県、山口県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、宮崎県
岩見沢市、滝川市、白糠町、つがる市、大館市、由利本荘市、沼田市、富岡市、秩父市、加須市、狛江
市、越前市、長野市、四日市市、湖南市、朝来市、和歌山市、米子市、高知市、小郡市、那珂川町、鹿
児島市、鹿屋市、霧島市
【JOIN派遣元】�JTB、富士通、ふるさと島根定住財団、ぐるなび、ANA総合研究所、茨城県、高知県、

名寄市、大町市、高梁市

➡ 本編 P6
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（４）出捐金の推移　
� （上段：件数、下段：金額：単位千円）
区 分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
都 道 府 県
指 定 都 市

61
305,000

62
310,000

64
320,000

64
320,000

65
325,000

一 般 市
特 別 区

656
229,600

655
229,250

648
226,800

648
226,800

647
226,450

町 村
2,599

545,790
2,598

545,580
2,577

541,170
2,577

541,170
2,573

540,330
地 方 公 共
団 体 計

3,316
1,080,390

3,315
1,084,830

3,289
1,087,970

3,289
1,087,970

3,285
1,091,780

そ の 他
団 体

79
1,646,000

79
1,646,000

79
1,646,000

79
1,646,000

79
1,646,000

総 計
3,395

2,726,390
3,394

2,730,830
3,368

2,733,970
3,368

2,733,970
3,364

2,737,780
備 考
新 規 加 入
団 体 名

＊�印は追加出捐団体
である

㈱ぎょうせい
＊静岡市
〔増資　100,000〕

＊堺市 ＊浜松市
＊新潟市

＊岡山市

➡ 本編 P7
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� （上段：件数、下段：金額：単位千円）
区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

都 道 府 県
指 定 都 市

66
325,000

66
330,000

67
335,000

67
335,000

67
335,000

一 般 市
特 別 区

646
226,450

646
226,100

645
225,750

645
225,750

645
225,750

町 村
2,573

540,330
2,569

539,490
2,562

538,020
2,562

538,020
2,562

538,020
地 方 公 共
団 体 計

3,285
1,091,780

3,281
1,095,590

3,274
1,098,770

3,274
1,098,770

3,274
1,098,770

そ の 他
団 体

79
1,646,000

79
1,646,000

79
1,647,010

79
1,647,010

79
1,647,010

総 計
3,364

2,737,780
3,360

2,741,590
3,353

2,745,780
3,353

2,745,780
3,353

2,745,780
備 考
新 規 加 入
団 体 名

＊�印は追加出捐団体
である

＊相模原市
（追加出捐はH23）

＊熊本市
※㈶過疎地域問
題調査会
残余財産の受入
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（５）会員会費の推移
� （上段：件数、下段：金額；単位千円）
区 分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
都 道 府 県
指 定 都 市

61
61,000

62
62,000

64
57,600

64
57,600

65
58,500

一 般 市
特 別 区

748
104,720

787
110,180

788
110,320

789
110,460

788
110,320

町 村 1,656
114,450

1,041
72,660

1,022
71,400

1,005
70,350

994
69,580

６ 団 体 6
2,100

6
2,100

6
2,100

6
2,100

6
2,100

広 域 圏 18
2,520

14
1,960

11
1,540

11
1,540

10
1,400

そ の 他
会 員

60
12,700

55
12,900

54
10,900

54
10,900

52
10,300

総 計 2,549
297,490

1,965
261,800

1,945
253,860

1,929
252,950

1,915
252,200

【 備　 考 】
新 規 加 入
正 会 員

㈱ぎょうせい
（H17賛助会員から
正会員へ変更）

新 規 加 入
賛 助 会 員

東京海上日動火
災保険㈱、（特非）
ネットジャーナリ
スト協会、日本ク
ルーズ客船㈱

㈱オーエン、（独
法）水資源機構、
㈱スポーツ21エ
ンタープライズ、
㈱サンワ

㈱シムテクノ総研 ㈱大塚商会、㈳日
本ケーブルテレビ
連盟、日本印刷
㈱、㈱アイネット、
㈱ぐるなび、㈱エ
ヌ・ティ・ティ・
ドコモ

日本加除出版㈱、
㈱毎日企画サービ
ス、㈱日本経済広
告社、㈱スマート
デザインアソシ
エーション

休 会

退 会 ㈱アイアンドエス･
ビービーディーオー、
＊㈱日本総合研究
所、㈱乃村工藝社、
＊ナンジョウアンド
アソシエイツ（エヌ
･アンド･エー㈱）、
＊JTB印刷㈱、㈱
東急エージェン
シー、㈱読売広告
社、＊国際コンベン
ション㈱

㈱大広 ＊㈶むつ小川原産
業 活 性 化 セ ン
ター、＊第一法規
㈱、＊㈱シムテク
ノ総研究、㈱日本
コンサルタントグ
ループ、日本興亜
損害保険㈱

㈱荏原製作所、協
同広告㈱、＊㈱
オーエン、凸版印
刷㈱、㈱日本経済
社、＊㈶日本シス
テム開発研究所

㈱朝日広告社、＊
㈱アイネット、㈱
博報堂、＊日本印
刷㈱、＊日本クルー
ズ客船㈱、＊㈱ス
ポーツ21エンター
プライズ

（注1）「休会」「退会」欄の＊印は賛助会員を示す。
（注2）町村の収入額については、会費未納団体があるため団体数と会費収入額とが異なる。
（注3）民間団体は、加入当初からの会費免除団体４団体ある。（団体数には含んでいない）
（注4）平成23年度から東日本大震災の発生に伴い会費免除団体がある。
（都道府県、政令市、一般市、町村、民間・団体数に含む）
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� （上段：件数、下段：金額；単位千円）
区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

都 道 府 県
指 定 都 市

66
59,400

66
55,800

67
55,800

67
60,300

67
60,300

一 般 市
特 別 区

790
110,600

787
98,980

783
97,720

785
105,280

784
109,480

町 村 941
65,870

937
59,570

931
58,660

927
62,650

924
64,050

６ 団 体 6
2,100

6
1,600

6
1,600

6
0

6
0

広 域 圏 8
1,120

6
840

2
280

1
140

1
140

そ の 他
正 会 員

48
9,500

44
8,500

43
8,100

41
7,500

41
7,500

総 計 1,859
248,590

1,846
225,290

1,832
222,160

1,827
235,870

1,823
241,470

【 備　 考 】
新 規 加 入
会 員
新 規 加 入
賛 助 会 員

㈱ジャパンイン
ターナショナル総
合研究所

㈱クオカード ㈱ジェイビーエ
ス、㈱太平印刷
社、㈱サイネック
ス

㈱日立製作所公
共システム事業部

㈱コンシスト

休 会

退 会 ＊東京海上日動火
災保険㈱、＊㈱日
本経済広告社、＊
日本加除出版㈱、
＊㈶北海道市町村
振興協会、＊近畿
日本ツーリスト
㈱、東京電力㈱

㈱ワコール、＊テ
イ・シイ・アイ・
ジャパン㈱、＊（独
法）水資源機構、＊
㈱スマートデザイ
ンアソシエーショ
ン、㈱ジェイアー
ル東海エージェン
シー

＊㈱エヌ・ティ・
ティ・ドコモ

＊㈱ポリテック・
エイディディ、
＊㈱クオカード

＊㈱TBSビジョン、
北海道電力㈱、中
国電力㈱、北陸電
力㈱、関西電力㈱

（注1）「休会」「退会」欄の＊印は賛助会員を示す。
（注2）町村の収入額については、会費未納団体があるため団体数と会費収入額とが異なる。
（注3）民間団体は、加入当初からの会費免除団体４団体ある。（団体数には含んでいない）
（注4）平成23年度から東日本大震災の発生に伴い会費免除団体がある。
（都道府県、政令市、一般市、町村、民間・団体数に含む）
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（６）決算の推移
　　収入の部� （単位：千円）

科　　　　　　　目 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

１　基本財産運用収入 3,310 13,943 30,194 32,044
２　会　費　収　入 297,490 261,800 253,860 252,950
３　事　業　収　入 112,486 88,063 75,159 60,590
　　　　ふるさと情報プラザ使用収入 43,376 37,848 35,160 34,348
　　　　コンサルタント事業受託収入 68,832 49,764 39,449 25,694
　　　　産品観光おこし研修会受託収入 278 0 0 0
　　　　研修会等受託収入 0 451 550 548
４　助 成 金 等 収 入� 969,090 1,176,133 1,199,060 1,223,430
　　　　日本宝くじ協会助成金 291,967 274,358 275,000 273,000
　　　　自治総合センター助成金 112,903 106,025 110,000 99,000
　　　　全国市町村振興協会助成金 477,000 725,000 733,000 753,000
　　　　地域社会振興財団助成金 87,220 70,750 81,060 98,430
５　基　本　財　産　収　入 5,300 4,440 3,140 0
６　特　定　預　金　取　崩　収　入 103,477 61,083 72,838 96,428
７　そ　の　他　収　入 32,416 28,053 34,553 40,237
　　当期収入合計（A） 1,523,569 1,633,515 1,668,803 1,705,679
　　前期繰越収支差額 290,483 284,350 229,717 212,407
　　収　�入　�合　�計　（ B） 1,814,052 1,917,865 1,898,520 1,918,086

　
　　支出の部� （単位：千円）

科　　　　　　　目 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

１　事　　業　　費 1,164,733 1,360,338 1,361,190 1,365,643
２　管　　理　　費 249,660 271,331 251,685 247,449
　　　　　人　件　費 111,042 132,020 114,068 112,491
　　　　　事　務　所　賃　借　料 93,651 91,084 91,084 91,084
　　　　　そ　の　他 44,967 48,227 46,532 43,874
３　固定資産取得支出 1,980 4,148 1,107 324
４　基本財産引当資産支出 105,300 4,440 3,140 0
５　特定預金支出 8,029 45,000 68,991 96,013
６　その他支出 0 2,891 0 3,469
　　当�期�支�出�合�計（ C） 1,529,702 1,688,148 1,686,113 1,712,898
　　当期収支差額（A）－（C） ▲�6,133 ▲�54,633 ▲�17,310 ▲�7,219
　　次期繰越収支差額（ B）－（C） 284,350 229,717 212,407 205,188

（注）平成19年度より公益法人会計基準を適用している。
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　　収入の部� （単位：千円）

科　　　　　　　目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

１　基本財産運用収入 35,584 32,937 29,902 21,506
２　会　費　収　入 252,200 248,590 225,290 222,160
３　事　業　収　入 63,010 53,548 13,815 0
　　　　ふるさと情報プラザ使用収入 33,648 33,100 0 0
　　　　コンサルタント事業受託収入 28,884 20,000 13,815 0
　　　　産品観光おこし研修会受託収入 0 0 0 0
　　　　研修会等受託収入 478 448 0 0
４　助 成 金 等 収 入� 1,165,636 1,063,450 550,856 535,421
　　　　日本宝くじ協会助成金 268,000 242,000 34,966 32,421
　　　　自治総合センター助成金 97,816 99,000 0 0
　　　　全国市町村振興協会助成金 703,000 628,000 445,000 443,000
　　　　地域社会振興財団助成金 96,820 94,450 70,890 60,000
５　基　本　財　産　収　入 3,810 0 3,810 3,180
６　特　定　預　金　取　崩　収　入 114,565 163,959 106,696 113,612
７　そ　の　他　収　入 30,247 30,641 66,366 31,144
　　　　当期収入合計（A） 1,665,052 1,593,125 996,735 927,023
　　　　前期繰越収支差額 205,188 186,787 119,632 97,383
　　　　収　�入　�合　�計　（ B） 1,870,240 1,779,912 1,116,367 1,024,406

　
　　支出の部� （単位：千円）

科　　　　　　　目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

１　事　　業　　費 1,334,587 1,265,474 697,952 666,980
２　管　　理　　費 228,679 223,491 208,993 181,656
　　　　　人　件　費 102,492 101,728 102,093 85,200
　　　　　事　務　所　賃　借　料 91,084 91,084 79,891 69,311
　　　　　そ　の　他 35,103 30,678 27,009 27,145
３　固定資産取得支出 0 8,720 0 0
４　基本財産引当資産支出 3,810 0 3,810 4,190
５　特定預金支出 116,377 162,595 108,229 117,397
６　その他支出 0 0 0 0
　　当�期�支�出�合�計（ C） 1,683,453 1,660,280 1,018,984 970,223
　　当期収支差額（A）－（C） ▲�18,401 ▲�67,155 ▲�22,249 ▲�43,200
　　次期繰越収支差額（ B）－（C） 186,787 119,632 97,383 54,183

（注）平成19年度より公益法人会計基準を適用している。

27-108272_30年のあゆみ.indb   59 2015/09/15   10:43:07



60

　　経常増減の部� （単位：千円）

科　　　　　　　目 平成25年度 平成26年度

経　常　収　益
　１　基本財産運用益 26,821 24,741
　２　特定資産運用益 6,976 6,191
　３　受　取　会　費 235,870 241,470
　４　受　取　助　成　金　等 537,421 529,877
　　　　　日本宝くじ協会助成金 32,881 29,627
　　　　　全国市町村振興協会助成金 459,000 457,000
　　　　　地域社会振興財団助成金 45,540 43,250
　５　そ　の　他　収　入 14,216 22,896
　経　常　収　益　計 821,304 825,174
経　常　費　用
　１　事　　業　　費 833,809 841,387
　２　管　　理　　費 40,303 38,841
経　常　費　用　計 874,112 880,228
評価損益等調整前当期経常増減額 ▲�52,808 ▲�55,053
評　価　損　益　等　計 468 27,044
　当　期　経　常　増　減　額　（A） ▲�52,340 ▲�28,009

　　経常外増減の部� （単位：千円）

科　　　　　　　目 平成25年度 平成26年度

経　常　外　収　益
　経　常　外　収　益　計 0 0
経　常　外　費　用
　経　常　外　費　用　計 1,131 297
当 期 経 常 外 増 減 額（ B） ▲�1,131 ▲�297
　当期一般正味財産増減額（A）＋（ B） ▲�53,471 ▲�28,306

（注）平成25年度の一般財団法人への移行に伴い、当事業年度から「公益法人会計基準」（平成20年４月11日
 　　平成21年10月16日改正　内閣府公益認定等委員会）を適用している。
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（７）一般財団法人への移行の経過　

①平成24年3月16日
第72回評議員会及び第93回理事会において、一般財団法人に移行する旨の平成24年度事業計画を承認されるととも

に、整備法第92条に基づいて主務官庁の認可を受けるべき「一般財団法人移行後の最初の評議員の選定方法」を定め
る「最初の評議員選考委員会設置規則」が承認された。

②平成24年4月6日
整備法第92条の規定に基づき、総務省に対し、「最初の評議員の選定方法に関する認可申請書」を提出した。

③平成24年4月18日
総務省より「最初の評議員の選定方法」が認可された。

④平成24年5月18日
最初の評議員選考委員会（議長：大森　彌　東京大学名誉教授）が開催され、一般財団法人移行後の最初の評議員候

補者16名全員が承認された。
⑤平成24年6月15日

第73回評議員会及び第94回理事会において、一般財団法人移行後の定款（当時の寄附行為を変更するとともに名称
も定款とするもの）を定めるとともに、評議員及び役員の報酬等に関する規程、会費規程その他の関係規程を定めた。
また、基本財産の額を定めるとともに、公益目的財産額を定めた。

⑥平成24年7月10日
整備法第120条の規定に基づき内閣府に対し、一般財団法人への移行認可申請書を提出した。

⑦平成25年1月11日
公益認定等委員会から内閣府あて、「当センターの一般財団法人移行については、認可の基準に適合すると認めるの

が相当である」旨の答申がなされた。
⑧平成25年3月21日

内閣府から、当センターの一般財団法人移行が認可された。
⑨平成25年4月1日

一般財団法人に移行した。

➡ 本編 P6
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通巻
（号） 年 月号 特集テーマ

190 平成17年 4 平成17年度地域づくり総務大臣表彰

191 平成17年 5 子どもが元気なまち

192 平成17年 6 地域交通システム

193 平成17年 7 食の安全

194 平成17年 8 地域資源を生かした内発型産業

195 平成17年 9 新エネルギー

196 平成17年 10 20周年記念特別号

197 平成17年 11 健康まちづくり

198 平成17年 12 コンパクトなまちづくり

199 平成18年 1 森林づくり

200 平成18年 2 団塊の世代とまちづくり

201 平成18年 3 公園を生かしたまちづくり

202 平成18年 4 地域づくり総務大臣表彰

203 平成18年 5 ごみ減量化とリサイクル

204 平成18年 6 映像文化とまちづくり

205 平成18年 7 若い世代、地域と歩む

206 平成18年 8 住民提案・実行型まちづくり

207 平成18年 9 歴史上の人物を生かしたまちづくり・
ひとづくり

208 平成18年 10 広域連携とまちづくり

209 平成18年 11 廃施設・スペースに利活用

210 平成18年 12 ICT利用の地域コミュニティづくり

211 平成19年 1 人口減少時代と地方自治体

212 平成19年 2 地域資源のブランド戦略

213 平成19年 3 わが“汚名”の返上まで

214 平成19年 4 移住・交流のまちづくり

215 平成19年 5 問題山積の中、多様化する地域医療

216 平成19年 6 平成18年度地域づくり総務大臣表彰

217 平成19年 7 省エネ推進・温暖化防止のために

218 平成19年 8 生き残りを目指す集落

通巻
（号） 年 月号 特集テーマ

219 平成19年 9 「花」のまちづくり／「花の町」づくり

220 平成19年 10 合併後のまちづくり

221 平成19年 11 これからの住政策

222 平成19年 12 智恵と工夫のまちづくり

223 平成20年 1 緑の再生と利活用

224 平成20年 2 情報化による地域活性化

225 平成20年 3 地域（産品）のブランド力アップ

226 平成20年 4 近代化産業遺産を活かしたまちづくり

227 平成20年 5 「まちの安全」のために

228 平成20年 6 平成19年度地域づくり総務大臣表彰

229 平成20年 7 大学＋自治体パワー

230 平成20年 8 改正まちづくり三法による中心市街地
活性化計画

231 平成20年 9 環境保護のツーリズム

232 平成20年 10 農商工連携

233 平成20年 11 歴史的景観のまちづくり

234 平成20年 12 地域情報化で広がる連携

235 平成21年 1 日本一宣言によるまちづくり

236 平成21年 2 伝統産業の再生と地域活性化

237 平成21年 3 平成20年度地域づくり総務大臣表彰

238 平成21年 4 地産地消による地域の自立活性化

239 平成21年 5 廃校を活用したまちづくり

240 平成21年 6 バイオマス利活用による循環型地域づくり

241 平成21年 7 広域観光とまちづくり

242 平成21年 8 子どもの都市・農山漁村交流

243 平成21年 9 「文化芸術創造都市」をめざして

244 平成21年 10 住民拠出の協働型まちづくり

245 平成21年 11 川を活かしたまちづくり

246 平成21年 12 ソーシャルビジネスを活用した地域づくり

247 平成22年 1 外国人観光客の誘致作戦

５　事業実績
（１）地域活性化情報提供事業

① 情報誌「地域づくり」特集名　 ➡ 本編 P8
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① 情報誌「地域づくり」特集名　

通巻
（号） 年 月号 特集テーマ

248 平成22年 2 地域の新しい「生活の足」

249 平成22年 3 平成21年度地域づくり総務大臣表彰

250 平成22年 4 生物多様性と地域づくり

251 平成22年 5 若者の定住対策と結婚支援

252 平成22年 6 ニュータウンと団地の再生

253 平成22年 7 祭り文化の再生と地域活性化

254 平成22年 8 コミュニティ・レストランと地域づくり

255 平成22年 9 ICTを活用した商店街の活性化

256 平成22年 10 地域産業への就職支援・人材育成等

257 平成22年 11 青少年の参加によるまちづくり

258 平成22年 12 政策観光による地域活性化

259 平成23年 1 里山の保全・活用と地域再生

260 平成23年 2 住民主体の景観づくり

261 平成23年 3 平成22年度地域づくり総務大臣表彰

262 平成23年 4 マラソンによる地域活性化

263 平成23年 5 買い物困難者を支えるまちづくり

264 平成23年 6 新しい図書館と地域づくり

265 平成23年 7 広がる公共領域でのポイント制度

266 平成23年 8 産業観光によるまちづくり

267 平成23年 9 地域における小規模発電

268 平成23年 10 ジオパークと地域の活性化

269 平成23年 11 医療崩壊を防ぐ地域の動き

270 平成23年 12 コミュニティカフェとまちづくり

271 平成24年 1 “パワースポット”を活かしたまちづくり

272 平成24年 2 演劇による地域活性化

273 平成24年 3 平成23年度地域づくり総務大臣表彰

274 平成24年 4 「日本で最も美しい村」に学ぶ

275 平成24年 5 自治会・町内会の活性化と地域づくり

276 平成24年 6 ICTにシニアパワーを

277 平成24年 7 地域で取り組む節電対策

278 平成24年 8 ご当地自慢のキャラクター化による地域
活性化

279 平成24年 9 企業との協働による地域活性化

280 平成24年 10 スマートシティーを目指して

281 平成24年 11 SNSを活用した地域施策の展開

通巻
（号） 年 月号 特集テーマ

282 平成24年 12 水源地域の活性化に向けて

283 平成25年 1 世界遺産を目指して

284 平成25年 2 空き家の適正管理に向けて

285 平成25年 3 平成24年度地域づくり総務大臣大賞

286 平成25年 4 スイーツによるまちづくり

287 平成25年 5 蔵を生かしたまちづくり

288 平成25年 6 自転車を利用した地域活性化

289 平成25年 7 企業との連携協定で地域活性化

290 平成25年 8 地域鉄道と地域の活性化

291 平成25年 9 ギネス世界記録に挑戦

292 平成25年 10 起業支援で地域経済を活性化

293 平成25年 11 映画によるまちづくり

294 平成25年 12 古民家を活用したまちづくり

295 平成26年 1 少子化対策と子育て支援

296 平成26年 2 フットパスによる地域活性化

297 平成26年 3 平成25年度地域づくり総務大臣表彰

298 平成26年 4 経済循環による地域の元気創造

299 平成26年 5 農産物輸出で地域経済の活性化

300 平成26年 6 女性が活躍する地域づくり

301 平成26年 7 森林・林業再生と地域の活性化

302 平成26年 8 遺跡・歴史的建造物による地域づくり

303 平成26年 9 地域密着型スポーツチームによる活性化

304 平成26年 10 就農支援で地域経済を活性化

305 平成26年 11 遊休施設を有効活用したまちづくり

306 平成26年 12 水産資源の活用と地域の活性化

307 平成27年 1 地域に貢献する中小企業のものづくり

308 平成27年 2 地域づくりの人材育成

309 平成27年 3 平成26年度ふるさとづくり大賞

310 平成27年 4 青少年の芸術文化活動の拠点づくり

311 平成27年 5 移住支援で地域を活性化

312 平成27年 6 高校の魅力化による地域活性化

313 平成27年 7 海を生かした地域振興

314 平成27年 8 山を生かした地域振興

315 平成27年 9 地方創生を目指して（センター30周年
記念号）
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②「地域活性化ガイドブック」事例　
平成17年度　テーマ：地域協働による地域再生

No. 自治体名 タイトル

1 北海道伊達市 高齢者を誘致し、豊かなまちづくりに挑戦　～伊達ウェルシーランド構想～

2 岩手県釜石市 スクラム21『チャレンジ・エコ』かまいし　ルネサンス計画　～ものづくり150年目の挑戦～

3 千葉県佐原市 歴史的な情緒ある水辺を活かした観光まちづくり　～佐原市における都市再生に向けた取り組み～

4 三重県四日市市 市民活動による地域の再生

5 大阪府東大阪市 モノづくりの力を生かしまちを再生　～モノづくりのまち「東大阪」～

6 兵庫県 明舞団地再生　～オールドニュータウンの再生～

7 愛媛県 愛と心のネットワークづくり

8 福岡県北九州市 生活安全パトロール隊

平成18年度　テーマ：地域で防犯・防災！安全・安心なまちづくり
No. 自治体名 タイトル

1 北海道札幌市 厳冬期の災害対策とコミュニティーづくり　～ひまわり連合自治会防災会

2 秋田県秋田市 ゆっくりと碇を下ろせるような地域社会に　～児桜新生町内会地域安全プロジェクトチーム

3 埼玉県坂戸市 だれもが住んで良かったと思うまちづくり　～緊急時要援護者支援システム

4 新潟県十日町市 地域防災力向上による災害に強いまちづくり　～中越地震後の自主防災会づくりを促進

5 岐阜県海津市 おやじの熱い思いが地域を守る　～安全情報特急便

6 静岡県袋井市 願いは安心して暮らせるまちづくり　～三川地区安心ネットワーク会議

7 大阪府泉大津市 生きた災害協定で防災力を高める
～主役は地域、地域のために

8 愛媛県新居浜市 青色ユニフォームで “見せる防犯活動”　～NPO法人守ってあげ隊

9 福岡県北九州市 「まちかど救命士」がいるやさしいまち　～民間協働による人命救助

平成19年度　テーマ：移住・交流による地域づくり
No. 自治体名 タイトル

1 北海道 北海道における移住・交流事業

2 北海道伊達市 「伊達ウェルシーランド構想」の取り組み

3 岩手県遠野市 市民と行政が一体となった定住推進組織「で・くらす遠野」をはじめとする取り組み

4 山形県小国町 「白い森構想」～ブナ文化の継承と交流促進へ

5 茨城県笠間市 笠間クラインガルテンの取り組み

6 群馬県川場村 都市との交流のはじまり　～世田谷区との「縁組協定」～

7 福井県若狭町 「かみなか農楽舎」をはじめとする取り組み

8 長野県飯田市 移住・交流をブームで終わらせないために

9 長野県飯山市 飯山市の多彩な事業展開

10 愛知県豊根村 豊根村の山村留学の取り組み

11 和歌山県 県と市町村一体となった取り組み

12 島根県 人口減少を食い止めるための取り組み

13 香川県直島町 環境とアートの町の美しく活力あるまちづくり

14 宮崎県西米良村 「カリコボーズの休暇村・米良の庄」構想

15 沖縄県久米島町 久米島しか提供できない滞在商品

➡ 本編 P9
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資 料 編

②「地域活性化ガイドブック」事例　

平成20年度　テーマ：地域コミュニティの再生
No. 自治体名 タイトル

1 北海道岩見沢市 市民が主役の共和国、世代を超えたコミュニティ連携を実現

2 宮城県丸森町 住民による、住民のための共同店舗設置

3 茨城県日立市 小学校区によるまちづくり活動と指定管理者制度による地域活動の支援

4 神奈川県横浜市（戸塚区） 地域の「困った」自ら解決！集合住宅団地で支え合う地域運営と充実した住民福祉

5 福井県敦賀市 伝統継承を軸とした地域活性の取り組みとケーブルテレビを利用したコミュニティ支援

6 長野県飯田市 地域組織の再編により、自ら活動するまちづくり委員会へ

7 愛知県東栄町 現代版『ゆい』復活によるコミュニティ意識醸成と集落再生

8 京都府綾部市 綾部市水源の里条例と集落再生の取り組み

9 広島県安芸高田市 地域振興協議会による住民提案型事業の推進

10 徳島県上勝町 一人ひとりが担い手－地域資源を活かした持続可能なまちづくり

11 宮崎県宮崎市 地域自治区による住民主体のまちづくりと、それを支える地域コミュニティ税の導入

平成21年度　テーマ：低炭素社会を目指した地域づくり
No. 自治体名 タイトル

1 北海道下川町 循環型森林経営による低炭素社会を目指して

2 千葉県流山市 ソフトパワー主体で目指す低炭素都市流山

3 富山県富山市 公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり

4 長野県飯田市 太陽と森と人が育む低炭素社会

5 和歌山県新宮市 熊野材による循環型社会の構築

6 島根県出雲市 21世紀環境先進都市　出雲の國づくり　～エネルギーの地産地消～

7 愛媛県松山市 国内屈指の豊富な日照量を「脱温暖化」と「地域経済の活性化」に活かす持続可能なまちづくり
～松山サンシャインプロジェクト～

8 高知県香南市・香美市・南国市 物部川流域で農林業活性化による持続可能な清流復活プランを推進

9 福岡県北九州市 アジアの環境フロンティア都市

10 熊本県水俣市 公害都市から環境モデル都市へ　～市民の意識から始まる低炭素社会～

11 沖縄県宮古島市 島嶼部低炭素社会システムづくり「我たが美ぎ島・みゃ～く」エコアイランド宮古島宣言

平成22年度　テーマ：ICTの利活用による地域づくり
No. 自治体名 タイトル

1 青森県板柳町 安心・安全なりんごの里づくり

2 岩手県遠野市 遠野型健康増進ネットワーク事業の推進　
～ICTの活用と地域のマンパワーによる市民の健康づくり～

3 福島県西会津町 「在宅健康管理システム」　～ICTによる住民の健康管理・予防医療～

4 新潟県三条市 ICTの活用によるやさしい「まちなか」の創造　～商店街の活性化を目指して～

5 神奈川県厚木市 地域ポータルサイト「マイタウンクラブ」が高める「地域力」

6 岐阜県関ヶ原町 スマートフォンを活用した地域振興事業
（GIFU・スマートフォンプロジェクト／関ヶ原町セカイカメラ事業「史跡散歩」）

7 岡山県新見市 笑顔でつなぐ「新見あんしんねっと事業」

8 島根県松江市 「Ruby�City�MATSUE�プロジェクト」の推進

9 徳島県上勝町 高齢者のデジタルデバイド解消とICTの活用　～葉っぱビジネスを通して～

10 愛媛県内子町 農産物直売所による中山間地域農業の活性化

11 福岡県福岡市 「大名なう」プロジェクトがもたらした、新たな地域活性化のかたち
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平成23年度　テーマ：起業・創業支援による地域活性化
No. 自治体名 タイトル

1 岩手県花巻市 人が生み出す新たな地域産業　～充実したコーディネート機能による創業支援～

2 山形県鶴岡市 知的産業が育つ自然豊かな地方都市　
～最先端のバイオ産学官共同研究拠点形成による新産業創出～

3 群馬県桐生市 産学官連携による新産業の創出と創業支援　～元気な企業を生み出すネットワークの構築～

4 神奈川県川崎市 かわさき新産業創造センターを核とした起業支援の取組み　
～科学・技術や産業を創造する研究開発拠点の形成を目指して

5 静岡県富士市 夢にチャレンジする人や企業を支援する拠点づくり　
～相談業務を核とした“人”による起業・創業支援の取り組み～

6 広島県世羅町 広域６次産業化の推進で「町中を農村公園」に!　
～農業を基軸とした連携による新事業創造に向けた取り組み～

7 福岡県飯塚市 e-ZUKAトライバレー構想第二ステージの推進　
～大学力を活かした地域経済の活性化を目指して～

8 佐賀県武雄市 市主導の農商工連携による新事業の創出　～レモングラスの産地化と特産品化に向けた取組み～

平成24年度　テーマ：地域に賑わいをもらたす「食」の仕掛け
No. 自治体名 タイトル

1 北海道函館市 市民がまちを好きになる！函館西部地区バル街の取り組み　
～スペインの『飲み歩き』習慣を活用した地域の賑わいづくり～

2 山形県鶴岡市 『生きた文化財』在来作物に人が集う　～鶴岡の在来作物に魅せられた人々の取り組み～

3 栃木県宇都宮市 宮コンでまちに若者を呼びもどせ　～商店街でのイベント開催による地域の賑わいづくり～

4 静岡県静岡市 『天空の癒し里』！　大間集落の取り組み　～縁側お茶カフェ開催による地域の賑わいづくり～

5 兵庫県豊岡市 食が後押しした環境整備によるまちの活性化　
～『コウノトリ育む農法』と『コウノトリ育むお米』に見る生産と販売の工夫～

6 広島県広島市 水辺のオープンカフェによる賑わい空間の創出　～日本初、河川空間での民間常設店舗の開設～

7 熊本県阿蘇市 『消えゆく灯』から復活した阿蘇一の宮門前町商店街の取り組み　
～再生は滞在時間30分を目指した「食」の取り組みから～

平成25年度　テーマ：医療産業による地域の活性化
No. 自治体名 タイトル

1 青森県 青森県ライフイノベーション戦略　～「青森ライフスタイル」の実現に向けて～

2 福島県 うつくしま次世代医療産業集積プロジェクト　
～世界をリードする医療機器の設計・製造ハブ拠点を目指して～

3 埼玉県さいたま市 高度な基盤技術と臨床現場が融合する広域連携医療ものづくり都市　
～地域外の臨床現場や大学との連携による医療機器産業支援～

4 神奈川県川崎市 ライフイノベーションの国際拠点を目指して　～日本の産業を支え続けるまちの新たな挑戦～

5 静岡県 静岡がんセンターを中心とした医療健康産業クラスターの形成　
～患者や家族のための“医療城下町”を目指して～

6 兵庫県神戸市 震災復興からアジアNO.1の医療産業クラスターを目指して　
～市民の医療水準向上と神戸経済の活性化のために～

7 福岡県久留米市 “ほとめきのまち”久留米の高度先端医療開発拠点形成への取組　
～世界のがん治療拠点を目指して～

8 大分県・宮崎県 東九州メディカルバレー構想　～医療機器産業の更なる集積とアジア市場への展開を目指して～

平成26年度　テーマ：高等教育機関とそのマンパワーを活用した地域の活性化
No. 自治体名 タイトル

1 北海道小樽市 学生が地域から多くを学び、大学と地域が協働のプラットフォームを作る　
～商大生が小樽の活性化について本気で考えるプロジェクト「本気（マジ）プロ」～

2 北海道（礼文島・利尻島） 礼文島・利尻島における離島観光振興を基軸とした域学連携モデルの構築に向けて　
～域学連携北海道利礼3町活性化モデル事業～

3 山形県庄内地域 地域課題の解決とともに進む人材育成循環モデル　～「庄内モデル」の発信～

4 埼玉県春日部市 学生の入居によるマンモス団地の活性化及び魅力アップ　
～春日部市官学連携団地活性化推進事業～
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資 料 編

②「地域活性化ガイドブック」事例　

No. 自治体名 タイトル

5 神奈川県横浜市 横浜国立大学における域学連携事業　～地域に根差す“地元の大学”としての社会貢献～

6 石川県、輪島市、珠洲市、
穴水町、能登町

「能登里山里海マイスター」育成プログラムと「学都石川」の域学連携　
～次世代の地域を担う人材を育成～

7 京都府京丹後市 京丹後市夢まち創り大学開設へ　
～京都府北部地域と大学の連携による地域再生、地域公共人材の育成に向けて～

8 和歌山県すさみ町 大阪の大学生のパワー全開。活動を通じて過疎地域とともに育つ　
～摂南大学生の若い力で和歌山県すさみ町の活性化に弾み～

9 島根県 “心の過疎”を防ぐための地域づくり　～“ありのままの地域づくり”を支える取り組みとは～

10 高知県香美市 行ってみようよ！神池地区へ「ココイコ！プロジェクト」　
～学生と地域住民の出会いが生み出す地域活性化～

11 長崎県対馬市 フィールドキャンパス対馬学舎での学びを地域の活力に　
～地域資源を学びの素材とし持続可能な産業創出を目指す～

27-108272_30年のあゆみ.indb   67 2015/09/15   10:43:08



68

③「地域活性化事例集」特集事例　
平成17年度　テーマ：指定管理者制度導入

No. 自治体名 タイトル

1 宮城県仙台市 仙台市子育てふれあいプラザ「のびすく仙台」　
NPOで培ったネットワークを活かした子育て支援施設の運営

2 福島県磐梯町 磐梯町介護老人保健施設「りんどう」　
安心して暮らせる医療の確保と、地域に根付いた地域医療の振興

3 新潟県和島村 道の駅良寛の里わしま　地域交流ゾーン　NPOによる施設の管理運営が地域の活性化につながる

4 山梨県市川三郷町 みはらしの丘・みたまの湯　住民の憩いの施設を拠点に、地域の活性化をめざす

5 岐阜県 岐阜県世界淡水魚園水族館　アクア・トトぎふ　
交流人口の増加と「21世紀の人づくり」の推進を目指す

6 島根県 島根県立石見海浜公園　財政の健全化と、指定管理者による公園の新しい魅力づくり

7 愛媛県 愛媛県在宅介護研修センター　
遊休施設を活かした施設で行う、指定管理者の経験と能力を活かした研修

8 福岡県北九州市 北九州市旧古河鉱業若松ビル　
石炭で賑わった若松のシンボル的な建築物を交流・文化・観光の拠点として活用

9 大分県由布市 自然体験学習施設「ゆふの丘プラザ」　体験学習を通して地域社会に貢献をめざす

平成18年度　テーマ：都市機能の充実とにぎわいのあるまちづくり
No. 自治体名 タイトル

1 北海道函館市 「大門横丁（函館ひかりの屋台）」建設事業　
～すべての人をあたたかくもてなす「大門横丁　函館ひかりの屋台」～

2 埼玉県三郷市 三郷市ESTモデル事業・三郷市CO2削減アクションプログラム　
～人と環境にやさしい街を創造するESTモデル事業～

3 長野県飯田市 飯田市橋南第一地区第一種市街地再開発事業（トップヒルズほんまち）　
～市民と行政が連携した街なか居住の促進～

4 愛知県瀬戸市 市街地再開発事業（パルティせと）市民会館建て替え事業（瀬戸蔵）　
～せともの文化と出会うまちづくり～

5 滋賀県大津市 明日都浜大津の再生　～地域内のネットワークが街を再生する～

6 広島県広島市 路面電車からLRT交通システムへ　～ひとや環境にやさしい公共交通システムを目指して～

7 山口県宇部市 中央町三丁目地区まちなか再生事業　
～都市基盤整備と建物更新を地元との協働で一体的に行うまちなか再生～

8 福岡県北九州市 室町一丁目地区第1種市街地再開発事業　～小倉都心部再生の起爆剤「リバーウォーク北九州」～

平成19年度　テーマ：地域が一体となって創る子育て支援
No. 自治体名 タイトル

1 山形県庄内町 地域ボランティアが運営する学童保育「ふれあいホーム」　
～学童保育所の開設と高齢者の生きがいづくりを目指して～

2 千葉県四街道市 地域がみまもる「四街道プレーパークどんぐりの森」　～協働が築いた自然の中の冒険遊び場～

3 東京都品川区 商店街の空き店舗を利用した子育て交流ルーム　
～区とふたつのNPO法人の協働による子育て支援拠点の開設～

4 神奈川県鎌倉市
かまくらママ＆パパ’Sカレッジ特別企画　
～とんだりはねたり元気にあそぼう！～　
～みんなで遊んで学んで大きくなろう！～

5 岐阜県 県レベルネットワーク「ぎふ多胎ネット」の設立　
～広域だからこそできたコミュニティネットワークとその活動～

6 奈良県
なら子育て応援団
～ならは毎日が子育て日和～　
～結婚や子育てに夢や希望が持てる社会の実現を目指して～

7 広島県府中町 住民主体にこだわった「夢プラン健康ふちゅう21実践プロジェクト」　
～子育て支援を通じて地域のリーダーを育てる～

8 熊本県植木町 暮らしの作法を伝承する地域交流サロン「ばあちゃんち」　
～生活の知恵を体験しながら共有する「地域の大きな家」～

➡ 本編 P10
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③「地域活性化事例集」特集事例　

平成20年度　テーマ：大学等との連携による地域の活性化
No. 自治体名 タイトル

1 北海道網走市 「あばしり健康カニチョッ筋体操」で体も地域も元気づくり　
～大学との協働による科学的権威付けが大きな力へ～

2 岩手県釜石市 “釜石”から“世界初”の生体用金属を発信　
～生体用金属ニッケルフリーコバルト合金の開発及び事業化への取組み～

3 神奈川県三浦市 官学・地域連携による三浦市の情報受発信基地の形成　
～空き店舗を利用したアンテナショップとマーケティング教育の実践～

4 石川県 特産品野菜の復活及びブランド化戦略　～産学官連携による特産品野菜の復活、ブランド化～

5 静岡県 小さな成功をこつこつ積み上げて、作業所をビジネスの場に　
～障害のある人たちの工賃アップへの取組～

6 和歌山県みなべ町 梅の医学的効能を解き明かす　～「日本一の梅の里」における取り組み～

7 愛媛県西条市 間伐材を活用した木製ダム調査研究事業　
～大学と連携し、市全体で取組む、森林の健全性回復、山の活性化～

8 佐賀県唐津市 唐津呼子のイカは活きていなきゃ意味がない！　～呼子で食べる「うまかイカ」を全国に届ける取組み～

平成21年度　テーマ：地域資源を活かした地域の活性化
No. 自治体名 タイトル

1 北海道遠軽町 地域資源活用による持続可能な地域活性化　～黒曜石や恵まれた自然を活かしたまちおこし～

2 青森県八戸市 八戸の食文化を全国に発信　～伝統食「八戸せんべい汁」を地域の顔に～

3 千葉県君津市 国産ピアノ製造の先駆「松本ピアノ」の遺産継承　～地域の歴史や文化を再認識する市民の取組～

4 福井県福井市 コンパクトシティを活かした地域の活性化　～次代を担う人材の育成と魅力あるまちづくり～

5 長野県上松町 「森林浴発祥の地」の木曽ヒノキによる森林セラピー　～医療と森林を結んでまちを元気に～

6 広島県呉市 「豊島タチウオ」のブランド化　～施設整備と加工品開発により地元産タチウオをPR～

7 高知県大豊町 失いかけた伝統茶「碁石茶」で地域再生　～「本場の本物」が町の未来を拓く～

8 熊本県水俣市 人も地域も経済も元気な村づくり　～村丸ごと生活博物館で地域の「あるもの探し」～

9 沖縄県うるま市 伝統を重んじる「地域力」に新たな芽吹き　～輝く「きむたか」の子どもたち～

平成22年度　テーマ：シニア世代との協働による地域づくり
No. 自治体名 タイトル

1 岩手県盛岡市 「あこがれの街」育て運動　～ニュータウンにおける30年先の魅力あるまちづくり～

2 茨城県日立市 育て！科学大好き・モノづくり大好きな子どもたち　
～企業OBとの協働により地域における理数教育を推進～

3 東京都北区 語り継ぐまちづくり　～街よ！元気になれ～

4 石川県加賀市 市民主導による観光ボランティア大学の開設　～補助金ゼロによるボランティア大学の運営～

5 長野県生坂村 「おじさま」たちの新たな挑戦が村を元気に！！　～自立の道を選択した村での暮らしを楽しむ～

6 愛知県長久手町 農のある暮らしとまちづくり　～耕作放棄地を活用して食の安全を伝える「長久手楽楽ファーマーズ」～

7 滋賀県野洲市 シニア世代の高度な知識や技術を活かした地域産業の活性化　
～野洲市ものづくり経営交流センター（MMCC）の開設～

8 鳥取県伯耆町 どぶろく特区による地域活性化　～福岡地域活性化プロジェクト～

9 愛媛県東温市 地域住民、医療、行政が連携して高齢介護者を支援　～年をとっても安心して暮らせる東温市をめざして～

10 宮崎県日向市 地域の子どもを地域で育てる農業小学校　～自ら育て、収穫し、食べる喜びを実感する～

平成23年度　テーマ：シティプロモーションによる地域の活性化
No. 自治体名 タイトル

1 北海道白老町 「白老町東京事務所」首都圏企業誘致・観光誘客活動等推進事業　
～首都圏シティセールス活動による産業の活性化～

2 秋田県秋田市 トップスポーツクラブを通じた地域活性化　
～「スポーツホームタウン構想推進事業」スポーツによるまちづくり～
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No. 自治体名 タイトル

3 新潟県長岡市 長岡花火を活用したシティプロモーション　～震災復興から世界平和の懸け橋を目指して～

4 静岡県浜松市 映画製作による地域資源の魅力発信と市民参加の促進　
～浜松・浜名湖地域振興映画製作プロジェクト～

5 三重県四日市市 東京事務所「発」で仕掛けるシティセールス推進事業　
～コンビナート夜景クルーズなど新たな四日市市の魅力を発信～

6 大阪府箕面市 箕面に住む？Readytomove?　～箕面営業課、走る！庁内横断情報でシティセールス～

7 岡山県津山市 食・グルメを通じたまちづくりについて　～津山ホルモンうどんにみる地域ブランドの可能性～

8 愛媛県今治市 今治タオルプロジェクト　～地域ブランド育成により「今治imabari」を世界へ発信～

9 熊本県天草市 天草市地域ICT利活用モデル事業　
～ICTによるシティプロモーション「天草Webの駅」から全国へ～

平成24年度　テーマ：アートを活用したまちづくり
No. 自治体名 タイトル

1 北海道空知地方 炭鉱（やま）の記憶アートプロジェクト　～まちの始まり、炭鉱遺産から空知の誇りを取り戻す～

2 神奈川県横浜市 アートによる初黄・日ノ出町地区再生の取組　～まちとアートが共生する安全・安心なまちづくり～

3 新潟県十日町市・津南町 大地の芸術祭　越後妻有アートトリエンナーレ　～現代アートを媒体にした地域の魅力発信～

4 滋賀県高島市 アートの力で風と土の結びめに　～作り手たちの暮らしと笑顔をめぐる風と土の交藝in琵琶湖高島～

5 京都府京都市 若手芸術家等の居住・制作・発表の場づくり　～京都市のアートと社会をつなぐネットワークの中心に～

6 鳥取県鳥取市 鳥の劇場　～廃校を劇場として再生。劇場の力で鹿野の魅力を全国に発信～

7 岡山県岡山市 犬島のアートプロジェクト　～遺産・アート・建築・環境による新たな地域創造を目指す～

8 鹿児島県薩摩川内市 ｢甑島で､ つくる｡｣ KOSHIKI�ART�EXHIBITION　（甑アートエキシビジョン）

平成25年度　テーマ：再生可能エネルギーの導入と利活用
No. 自治体名 タイトル

1 北海道沼田町 沼田式雪山センタープロジェクト　～雪と共生するまちづくり～

2 青森県外ヶ浜町 龍飛地区小水力発電所建設事業　～トンネル湧水を活用したエネルギーの転換～

3 岩手県野田村 野田村だらすこ市民共同発電プロジェクト　～おひさまが取りもつご縁の復興支援～

4 山梨県都留市 都留市家中川小水力市民発電所　～水に育まれたまち　つる～

5 静岡県東伊豆町 エコリゾートタウン東伊豆　～風車設置から始まったエコなまちづくり～

6 和歌山県日高川町 地域完結型木質バイオマス利活用システム　～林業振興を目指した自然エネルギーの地産地消～

7 高知県梼原町 環境モデル都市ゆすはら　～自然エネルギーによるまちづくり～

8 福岡県北九州市 勝山橋太陽光発電ルーフ　～世界の環境首都を目指したまちづくり～

平成26年度　テーマ：伝統的な地域資源を生かした地域活性化
No. 自治体名 タイトル

1 岩手県遠野市 遠野遺産認定制度　～住民と作るふるさとの誇り～

2 福島県南相馬市 朝日座を楽しむ会　～南相馬市文化遺産を活かした復興まちづくり～

3 栃木県佐野市 天明鋳物の文化財保護と継承活動　～日本最古の鋳物を未来へ残す～

4 石川県七尾市 花嫁のれんを活かした賑わい創出　～伝統の価値を再確認し、まちの宝に～

5 長野県木曽町 木曽町地域資源研究所　～科学の力で木曽の新たな魅力発見～

6 大阪府河内長野市 ぐるっとまちじゅう博物館　～文化財を活用した地域資源の再発見～

7 徳島県那賀町 おららの炭小屋　～炭焼きを活かした交流と地域活性～

8 鹿児島県指宿市 指宿まるごと博物館構想推進事業　～映像記録による郷土芸能・伝統行事の継承と発展～
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④「地域づくり団体活動事例集」事例　
平成21年度　テーマ：中間支援組織活動事例集

No. 自治体名 事　例

1 北海道札幌市 特定非営利活動法人　北海道NPOサポートセンター

2 宮城県仙台市 特定非営利活動法人　せんだい・みやぎNPOサポートセンター

3 茨城県つくば市 特定非営利活動法人　NPOプラザ・ねこねっと

4 山梨県甲府市 特定非営利活動法人　山梨県ボランティア協会

5 静岡県浜松市 特定非営利活動法人　浜松NPOネットワークセンター

6 愛知県岡崎市 特定非営利活動法人　岡崎まち育てセンター・りた

7 兵庫県神戸市 特定非営利活動法人　コミュニティ・サポートセンター神戸

8 高知県高知市 特定非営利活動法人　NPO高知市民会議

9 大分県別府市 特定非営利活動法人　ハットウ・オンパク

10 宮崎県宮崎市 特定非営利活動法人　宮崎文化本舗

平成22年度　テーマ：地域づくり団体の資金調達事例集
No. 自治体名 事　例

1 千葉県市川市 市川市１％支援事業

2 静岡県静岡市 一社一村しずおか運動

3 大阪府池田市 池田市公益活動促進基金

4 愛知県名古屋市 コミュニティ・ユース・バンクMOMO

5 山梨県北杜市 特定非営利活動法人　えがおつなげて

6 長野県上田市 NPO法人　侍学園スクオーラ

7 奈良県奈良市 財団法人　奈良の鹿愛護会

平成23年度　テーマ：地域づくり新段階
No. 自治体名 事　例

1 青森県八戸市 安藤昌益資料館を育てる会

2 茨城県大子町 大子町ふるさと交流体験協議会

3 石川県能登町 春蘭の里実行委員会

4 愛知県知多町 知多市南粕谷コミュニティ

5 奈良県大和高田市 夢咲塾

6 愛媛県伊予市 双海町翠地区ほたる保存会

7 佐賀県神埼市 CSOかんざき

8 沖縄県宮古市 くすくべグリーンツーリズムさるかの会合同会社

平成24年度　テーマ：地域づくり団体による災害復興支援・備え
No. 自治体名 事　例

1 岩手県釜石市 釜石大槌郷土料理研究会・すみれの会

2 岩手県遠野市 遠野山・里・暮らしネットワーク

3 宮城県仙台市 仙台傾聴の会

4 兵庫県淡路市 東北地方太平洋沖地震復興支援ネットワーク淡路島

5 岡山県高梁市 復興市場

6 熊本県熊本市 輝け日本の会

➡ 本編 P12
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平成25年度　テーマ：地域づくりを担う人材の発掘と育成
No. 自治体名 事　例

1 栃木県 地域づくり団体栃木県協議会

2 東京都江東区 特定非営利活動法人　夢職人

3 東京都八王子市 特定非営利活動法人　八王子市民活動協議会

4 新潟県新潟市 特定非営利活動法人　まちづくり学校

5 岡山県岡山市 特定非営利活動法人　連塾

6 愛媛県松山市 特定非営利活動法人　いよココロザシ大学

7 佐賀県佐賀市 特定非営利活動法人　鳳雛塾

8 熊本県小国町 一般財団法人　学びやの里

平成26年度　テーマ：条件不利地域の再生
No. 自治体名 事　例

1 青森県むつ市 イカす大畑カダル団

2 福島県昭和村 特定非営利活動法人�苧麻倶楽部

3 茨城県常陸太田市 折橋芸（能・農）部

4 新潟県長岡市 任意団体　フレンドシップ木沢

5 長野県長和町 和田のあした－住みよいふる里を考える会

6 静岡県川根本町 特定非営利活動法人�かわね来風

7 愛知県東栄町 特定非営利活動法人�てほへ

8 京都府南丹市 世木地域振興会

9 島根県出雲市大社町 鵜鷺げんきな会

10 愛媛県宇和島市 企業組合　こもねっと

11 長崎県小値賀町 特定非営利活動法人　おぢかアイランドツーリズム協会
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⑤ センター刊行物
書　　　籍　　　名 発行時期

地域通貨モデルシステム検討委員会　報告書 H�17/� 3

ふるさとイベント大賞10周年記念誌「ふるさとイベント大賞　10年」 H�19/� 1

地域づくりコーディネータによるまちづくりハンドブック H�19/� 1

実践まちづくり読本─自立の心・協働の仕掛け H20/� 3

地域づくり団体運営事例集 H�21/� 2

市町村の活性化新規施策200事例（平成17年度地域政策の動向） H�17/10

市町村の活性化新規施策200事例（平成18年度地域政策の動向） H�18/� 9

市町村の活性化新規施策200事例（平成19年度地域政策の動向） H�19/� 9

市町村の活性化新規施策200事例（平成20年度地域政策の動向） H�20/� 9

市町村の活性化新規施策100事例（平成21年度地域政策の動向） H�21/� 9

市町村の活性化新規施策100事例（平成22年度地域政策の動向） H�22/10

自治体アンテナショップ実態調査報告書 H�27/� 3

人口減少時代の地域づくり読本 H27/� 4

地域おこし協力隊　日本を元気にする60人の挑戦 H27/� 9
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⑥ 地域プロモーション支援事業実績（ふるさと情報プラザ）　
平成17年度
都道府県名 実施主体 イ　ベ　ン　ト　の　名　称 会場使用期間

長野県 諏訪地方観光連盟 富士見～岡谷間・中央本線開業100周年記念キャンペーン 4/11～15
京都府 京都府 春の旅と着物展 4/18～22
岐阜県 岐阜県 いで湯の里下呂　～愛・地球博と飛騨下呂の旅～ 4/25～28
奈良県 大和郡山市 全国金魚すくい選手権大会PR展 5/9～10

ふるさと情報プラザ 第１回ふるさとサロン
（静岡県　協力）

フルーツ＆スイーツな日本の旅　
しずおかのマスクメロンのお話と試食会 5/11

福井県 福井県 古城と、温泉と、おいしいお菓子 5/16～20
兵庫県 神戸市 神戸観光キャンペーン 5/23～27

ふるさと情報プラザ 自主企画イベント１ 箱（手業）展&コンサート 5/30～6/3
高知県 幡多広域市町村圏事務組合 幡多広域観光PR展 6/6～10
宮城県 気仙沼市 満喫！黄金街道・気仙沼の夏を楽しむ自然体験 6/13～17
岐阜県 岐阜市 「第19回長良川薪能PR」展 6/27～7/1
岩手県 岩手県市町村東京事務所協議会 魅知の国「いわての観光と物産展」 7/4～8
福井県 福井県 ワンタッチ浴衣とアイスクリームの展示販売 7/11～15
岐阜県 関市 刃物まち岐阜県関市・観光物産展 7/19～22
茨城県 茨城県石岡市、石岡市観光協会 「石岡のおまつり」観光PR展 7/25～29
千葉県 千葉県 うまいぞ落花生！～落花生の美味しさ再発見 8/1～5
福岡県 北九州市 地球にやさしい街・北九州　～おいでっちゃ！北九州～ 8/8～10

ふるさと情報プラザ 第２回ふるさとサロン
（鳥取県　協力）

夏休み特別企画　とっとりさかいみなと　
妖怪の町からこんにちは！ 8/19

大分県 大分県 グリーン・ツーリズムで心の洗濯、田舎暮らしで生命の洗
濯 8/22～26

長野県 栄村 とれたての秋の収穫祭～北信州栄村からの贈り物～ 9/1～2
島根県・山口県 ながと路観光連絡協議会 ながと路　秋の収穫祭 9/5～9

北海道 枝幸町 オホーツクえさし「秋の味！まるごとキャンペーン」 9/13～15

福井県 福井県 うまいもんドットコム
お取り寄せランキング１位のあんぱん販売 9/20～22

福島県・栃木県 新白河広域観光連盟 源流の里“新白河”観光・物産展 9/27～30
長野県 須坂市 秋の信州を満喫体験！信州須坂シティーアピール 10/3～4
神奈川県 箱根町 箱根寄木細工展 10/5～7
中国五県 中国五県物産観光協議会 中国五県の伝統工芸と観光展 10/11～14
埼玉県 飯能市 木のぬくもりのあるまち～はんのう物産展 10/17～21
京都府 京都府 京都／丹後・西陣の織物 10/24～28
神奈川県 西さがみ観光協議会 ぶらっと秋の“西さがみ”観光展・物産展 11/1～2

愛媛県 愛媛県愛南町、DE・あ・い・21 パールジュエリーデザインコンテスト東京移動展　
あいなん物産展 11/8～11

奈良県 奈良県、㈳奈良県観光連盟 「私のおすすめ“奈良の朝”」写真展 11/14～18
兵庫県 神戸市 神戸の切り絵画展示と神戸観光PR展 11/21～25

ふるさと情報プラザ 第３回ふるさとサロン
（兵庫県神戸市　協力）

日本の町を楽しむ
～路上観察　赤瀬川原平さん的町歩き　神戸 11/25

ふるさと情報プラザ 自主企画イベント２ 布・クラフト展&コンサート 11/28～12/2

香川県、岡山県ほか 西日本中央連携軸沿線都市連絡推
進協議会 中国・四国縦断沿線都市ふるさと自慢の品々 12/5～9

静岡県 焼津市 魚ーキング！焼津！！ 12/13～15

愛媛県 今治市㈶
今治地域地場産業振興センター Merry�Christmas�＆�Happy�New�Year！セール 12/19～22

岩手県 盛岡広域圏 冬銀河　盛岡広域スキー・温泉・観光ポスター展 1/4～6
秋田県 能代市、能代市観光協会 白神山麓からの贈り物 1/10～13
山口県 ながと路観光連絡協議会 心が温かくなる冬のながと路キャンペーン 1/16～20

青森県・岩手県・
秋田県 みちのく三大桜名所 冬から春にかけてのみちのく三大桜名所 1/23～27

徳島県、兵庫県ほか 瀬戸内四都市観光連絡協議会 あったまろう　瀬戸内４都　地酒再発見！！ 1/30～31
岡山県 「岡山・倉敷」観光推進協議会 岡山・倉敷　おいしいお酒のおもてなし 2/1～3

➡ 本編 P17
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⑥ 地域プロモーション支援事業実績（ふるさと情報プラザ）　

都道府県名 実施主体 イ　ベ　ン　ト　の　名　称 会場使用期間
岐阜県 岐阜県 飛騨・美濃地酒まつり 2/6～10
千葉県 君津市 おいでよ！！ きみつ観光キャンペーン「生きた水の里」 2/13～17
福岡県 北九州市 北九州市観光展 2/21～22
富山県 富山県 富山の美酒と出会うローカル鉄道の旅 2/23～24
徳島県 徳島県 徳島県観光物産展「阿波の逸品～阿波の魅力」 2/27～3/3
群馬県 片品村 片品村「今残したい片品の景観」写真展 3/6～10

ふるさと情報プラザ 第４回ふるさとサロン
（岩手県盛岡市　協力） ロハスなお話　田舎暮らしと都会のハチミツづくり 3/14

山形県 米沢市 「上杉の城下町米沢」観光と物産キャンペーン 3/15～17
富山県 富山県 第１回　富山の酒フェア　～花に酔い、酒に酔う～ 3/22～24
高知県 高知県 「土佐二十四万石博」プレイベントin東京 3/27～31

平成18年度
都道府県名 実施主体 イ　ベ　ン　ト　の　名　称 会場使用期間

静岡県 熱海市 熱海観光PR展 4/3～7
宮城県 南三陸町 大人の臨海学校、自分探しの三陸 4/10～14
埼玉県 飯能市 ぶらりと飯能名栗へ 4/17～21
長野県 塩尻市 春の旅キャンペーン 4/24～28
静岡県 静岡県 2006　静岡新茶の新たな魅力 5/1～2
福井県 福井県 福井のスイーツ～メダリストたち～ 5/8～12
兵庫県 神戸市 神戸観光キャンペーン 5/15～19
福岡県 北九州市 叩き売り発祥地！ 門司港レトロのバナナスイーツ 5/22～26
長野県 駒ヶ根市 信州・駒ヶ根花とグルメの旅 5/29～6/2
滋賀県 滋賀県 近江の夏の装い～近江上布～ 6/5～7
長野県 栄村 夏を愉しむ　夏を装う～北信州栄村からの贈り物～ 6/8～9
福井県 福井県 セパレートゆかた＆半夏生サバ 6/12～14
新潟県 上越市 上越はすまつりPR 6/15～16

群馬県 群馬県 おいでよ群馬県立自然史博物館と西上州かぶらの里～富岡
製糸場を世界遺産に～ 6/20～22

三重県 北勢地場産業振興 夏の風物詩をお届けします～よっかいちの名産品～ 6/26～29
ふるさとサロン 四国アイランドリーグを応援に行こう！出演：二宮清純 6/30

岩手県 盛岡市 岩手盛岡さんさ踊り～夏のポスター展～ 7/3～7
新潟県 新潟市 野菜いっぱい見どころたっぷり　新潟市フェア 7/10～14
岩手県 岩手県市町村東京事務所 ～魅知の国～　岩手の観光と物産展 7/18～21
岐阜県 関市 刃物のまち関の夏の風物詩・長良川～小瀬鵜飼～ 7/24～28

愛媛県 今治市 夏の肌、いたわりのタオル
～いまばりタオルブティック～ 7/31～8/4

静岡県 富士市 富士は日本一の山！富士山お宝発見団 8/7～11
徳島県 美波町 漁火村「美波町伊座利」プレゼンツ 8/17～18

岐阜県 美濃市 岐阜県美濃市＆多治見市
～美濃和紙と美濃焼の涼を呼ぶ演出～ 8/21～25

茨城県 石岡市 石岡のおまつり（常陸國總社宮大祭） 8/28～9/1
中国５県 中国五県物産観光展 9/4～8

北海道 枝幸町 ～森と海の町�オホーツクえさし～
浜の秋！ まるかじりキャンペーン 9/12～14

長野県 木曽町 信州･木曽路　グルメと温泉まるかじり！ 9/19～22
島根県 西ノ島町 日本海のどまんなか隠岐からの贈り物！ 9/26～28

岡山県 岡山倉敷観光協議会 「made�in�オカヤマ×made�in　クラシキ」
～岡山・倉敷が誇る自慢の逸品～ 10/2～6

京都府 京都府 伝統工芸展　京都・丹後・逸品 10/10～13
福井県 福井県 越前和紙クラフト展 10/16～17
石川県 小松市 小松市の逸品（九谷焼、銘菓）販売 10/18～20
広島県 広島県 愛されるふるさとの逸品 10/23～26
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都道府県名 実施主体 イ　ベ　ン　ト　の　名　称 会場使用期間

ふるさとサロン 和み系ふるさとスイーツパーティー　
おのこも食す！　芋　栗　南京�出演：秋山道男、立川談笑 10/30

長野県 天龍村 秋の味覚と紅葉情報 11/1～2
福岡県 北九州市 レトロで大人の旅 11/6～10
福井県 福井県 坂井市丸岡地区まちおこし観光物産展 11/13～15

自主企画イベント やわらか、あったか。ふるさとの“あかり”イベント
～ふるさとイベント大賞受賞あかりイベントから～ 11/16～17

兵庫県 神戸市 11/20～22・24
和歌山県 湯浅町 湯浅の食文化の販売PR・観光PRの開催 11/27～12/1
長野県 南箕輪村 農産物の加工品販売 12/4～5
福島県 新白河広域観光連盟 新白河の観光物産展 12/6～8
長崎県 長崎市 12/11～15
高知県他 西日本中央連携軸 中国・四国縦断沿線都市ふるさとの土産展 12/18～21
岩手県 盛岡広域圏 スキー、お祭り、温泉　北国の楽しい暮らし方 1/9～12
愛知県 常滑市 常滑の魅力発信観光展 1/15～19
青森県他 みちのく三大桜名所 冬から春　桜の名所で滞在する 1/22～26
鹿児島県 屋久島町 観光物産展 1/29～30
千葉県 君津市 君津のうまい地酒で乾杯！ 2/1～2
長野県 諏訪地方観光連盟 諏訪の新酒と観光案内 2/5～9
静岡県 沼津市 地酒と山海のうまいもの 2/13～15
兵庫県 姫路市 2/20～21
山口県 下関市 下関ふくふく物語 2/22～23

ふるさとサロン 2/23
岐阜県 岐阜県下呂市 下呂の地酒 2/26～28
愛知県 名古屋市 お花めぐりとお土産品PR展 3/1～2
秋田県 能代市 能代の花便りと春の観光スポット 3/5～9
長野県 飯綱町 信州　北信五岳の四季（春の花）写真展 3/12～16
　 ふるさとサロン 春が来た！あのまち　このまち　花のまち 3/20

熊本県 山鹿市 山鹿市の花便り 3/22～23
福井県 福井県 福井の花巡り＆梳き織り製品の展示販売 3/26～30

平成19年度
都道府県名 実施主体 イ　ベ　ン　ト　の　名　称 会場使用期間

長野県 諏訪市 信州・風林火山、諏訪由布姫ゆかりの地キャンペーン 4/9～13
秋田県 能代市 白神山地からの贈り物 4/16～20
群馬県 富岡市 富岡製糸場PRと観光物産展 4/25～27
静岡県 掛川市 お茶とスイーツ 5/17～18

自主企画イベント ふるさとサロン 地方発！優しいファッションのお話 5/22～22
福井県 福井県 浴衣、和雑貨の展示展示・販売 5/23～25
兵庫県 神戸市 神戸ビエンナーレPR展 5/28～6/1
滋賀県 滋賀県 近江上布（反物・小物） 6/4～8
北海道 北海道移住促進協議会 移住相談・観光PR 6/11～15
群馬県 六合村 野反湖と六合村温泉郷の旅 6/18～22
埼玉県 飯能市 気軽に行ける自然体験の宝庫「武蔵野の奥座敷」 6/25～29
滋賀県 高島市 「近江」高島のええもん展 7/3～6
京都府 京都府 着物販売と京文化PR 7/9～11
新潟県 上越市 はす花PR、物産展 7/12～13
岐阜県 関市 刃物のまち岐阜県関市　観光物産展 7/17～20
愛媛県 今治市 夏の肌、いたわりのタオル 7/23～27
長野県 木曽観光連盟事務局 木曽の涼を呼ぶ雑貨展 7/31～8/2

第１回プロばな 東京在住地方自治体職員研修交流事業 8/3
愛知県 一色町 土用の丑の日、ひつまぶしと観光 8/7～8
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⑥ 地域プロモーション支援事業実績（ふるさと情報プラザ）　

都道府県名 実施主体 イ　ベ　ン　ト　の　名　称 会場使用期間
兵庫県 兵庫県 但馬空港と観光物産展 8/20～22
福井県 福井県 観光物産展〔精進アイス、マンゴープリン、焼鯖寿司） 8/27～31
長野県 長野県町村会 県内町村の特産品販売 9/3～7
北海道 枝幸町 森と海の魅力発信、オホーツク枝幸食べ尽くしキャンペーン 9/11～13

自主企画イベント ふるさとサロン お父さんが薦める「日本の旅とめし」 9/14
埼玉県 北川辺町 北川辺産新米販売とPR 9/19～9/21
神奈川県 小田原市 水産加工品販売 9/25
岡山県 鏡野町 合併後の観光物産展 9/26～28
福岡県 田川市 コールマイン・フェスティバル、炭坑節まつり 10/1～2

福井県・滋賀県 ２県合同企画 狼煙イベント、NHK連続ドラマPR 10/3～5
群馬県 渋川地区観光宣伝協議会 伊香保温泉周辺の観光物産展 10/9～12
静岡県 浜松市 大好き　浜松・浜名湖、地域自慢の「食」ブランド大集合 10/15～19
静岡県 静岡市 大道芸人大会PR 10/22～23
石川県 小松市 九谷焼。特産品販売・実演 10/24～２6
長崎県 長崎市 観光PRと特産品販売 10/29～11/2

第２回プロばな 東京在住地方自治体職員研修交流事業 11/2
岐阜県 岐阜県 伝統工芸品・食品販売 11/5～9

岡山県 真庭市 真庭が伝える日本文化
～伝統の手作りの技が生んだ本物の工芸品～ 11/12～13

栃木県 栃木県 移住・交流相談会と観光物産展 11/14～16
神奈川県 神奈川県 小田原・箱根　木製品の魅力 11/19～22
群馬県 群馬県 かあちゃんの天下一品フェア 11/27
石川県 能美市 九谷焼と観光物産展 11/28～30
岡山県 岡山市・倉敷市 岡山・倉敷の旬を味わう 12/3～5
福井県 あわら市 みくにとあわらの温泉で、ひとっぷろ浴びてカニ食べて 12/6～7
和歌山県 湯浅町 観光PR,特産品販売 12/10～14

自主企画イベント ふるさとサロン ふるさとからの言葉の贈り物・方言の魅力を語る 12/17
長野県 南箕輪村 観光物産展・集客イベント 12/18～19
北海道 美瑛町 きれいっしょ・うまいっしょ北海道美瑛フェア 12/20～21
岩手県 盛岡市 観光物産展,スキー展 1/7～11
岡山県 倉敷市 暖かい手仕事を訪ねる旅 1/15～18
福井県 福井県 福井県のあったか繊維と食 1/21～23
茨城県 結城市 紬のふる里、結城をあじわう 1/24～25
福岡県 福岡市 福岡のグルメ展 1/28～2/1
福岡県 北九州市 焼カレー、バナナ、ふぐ等販売 2/4～8
静岡県 静岡県 授産製品の展示販売 2/12～13
静岡県 菊川市 特産品販売（茶・ジャム・クッキー等） 2/14～15
埼玉県 本庄市他 新鮮農産物の展示即売 2/19～21
千葉県 君津市 おいでよ！！きみつ　観光キャンペーン 2/25～26

自主企画イベント ふるさとサロン ローカルフード元気な町が呼んでいる 2/27
兵庫県他 瀬戸内四都市広域観光 花の名所PR展 3/3～7
群馬県 群馬県 全国都市緑化ぐんまフェアPR 3/10～14
青森県 青森県 春の青森観光ＰＲ展 3/17～19
群馬県 草津町 草津よいとこ！「温泉と春の花だより」 3/24～26
神奈川県 川崎市 川崎ブランド展 3/27
徳島県 三好市、三好広域 自然がいっぱい！来てみんでぇ～にし阿波 3/28

平成20年度
都道府県名 実施主体 イ　ベ　ン　ト　の　名　称 会場使用期間

北海道 北海道 北海道ちょっと暮らし　～春の息吹を求めて～ 4/1～4
宮城県 南三陸町 海にも新緑！？ 南三陸・旬の旅 4/7～11
長野県 野沢温泉村 「第３回野沢温泉菜の花パノラママーチ」開催！ 4/14～15
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都道府県名 実施主体 イ　ベ　ン　ト　の　名　称 会場使用期間
岩手県 平泉町 修学旅行で郷土平泉をアピールしよう 4/16

長野県 飯山市 「森呼吸しよう！」
～北信州いいやま・ぬくもりの旅～へのお誘い 4/17～18

千葉県 成田市 今年の成田は特別です！～魅力満載成田の1年～ 4/21～23
神奈川県 小田原市 小田原あじをあじわおう！ 4/25
長野県 諏訪市 信州諏訪・御柱祭700日前カウントダウンイベント 4/30～5/2
山形県 村山市 バラの香りいっぱいの山形県村山市 5/8～9
滋賀県 高島市 びわ湖高島からスイーツな発信 5/13～16

全国 神戸淡路鳴門自動車道沿線
自治体会

わたろう、せとうち！おかげ様で神戸淡路鳴門自動車道は
全通10周年！ 5/19～21

滋賀県 滋賀県 夏のよそほい「近江上布展」 5/26～30

岐阜県 関市 刃物のまち岐阜県関市�物産観光展　
～人と地球に�やさしいはもの～ 6/2～6

群馬県 六合村 ～六つの神秘と六つの湯～
花咲く野反湖と六合村の歴史遺産 6/9～13

滋賀県 滋賀県 人と生きものがにぎわう“滋賀の農村” 6/16～20
全国 中核市東京事務所長会 中核市ご当地じまん　～東京から“発進”～ 6/23～27

新潟県 十日町市 第4回大地の芸術祭に向けて
「2008夏�越後妻有�大地の祭り」開催！ 6/30～7/4

山形県 新庄市 新庄まつりと地域産品のPR 7/7～8
福井県 福井県 夏は浴衣と冷たいスイーツ 7/9～11

兵庫県 兵庫県 この夏イチオシ！　
コウノトリの郷　兵庫・但馬（たじま）ツーリズム 7/14～15

東京都 江戸川区 「edogawa3」
美術系大学のコラボレーションで生まれた新しい伝統工芸 7/16～18

愛知県 一色町 三河の夏、一色のうなぎ・大提灯 7/23～24
群馬県 片品村 尾瀬の郷片品村「今残したい片品の景観と食」 7/30～8/1
静岡県 島田市 茶処の自慢のお茶で涼をとる＝しずおか�金谷･島田･川根 8/4～8
福島県 南会津町 残暑に負けない！南会津の健康で美味しい物産 8/19
鹿児島県 いちき串木野市 「食の街�いちき串木野」�食べて！食べて！ 8/20～22

岩手県 西和賀町 いわて・にしわが�「涼」を運ぶ�
おばあちゃんのあけびづる工房 8/26～27

長野県 原村 八ヶ岳高原・原村�
「おいしい高原野菜とロハスな田舎暮らし満喫！」 9/1～5

京都府 京都府 丹後のええもん・うまいもん 9/8～10
茨城県 茨城県 とこよの國・いばらきの秋の味覚　栗のお菓子展 9/11～12
石川県 小松市 歌舞伎のまち　こまつが育んだ【そうるふーづ】と【伝統】9/17～19
岡山県 鏡野町 彩りの郷かがみの観光物産展�in�Tokyo� 9/24～26
岡山県 岡山市・倉敷市 「食」も「観光」もおいしい！岡山・倉敷 9/29～10/3
福岡県 福智町 「伝統文化と食」�福岡県福智町の観光・特産品フェア 10/6～7
静岡県 静岡市 魅・観・味（み）せます！！秋の静岡市 10/8～10
愛媛県 上島町 瀬戸内の小島「青いレモンの香りフェア」 10/14～17
滋賀県 米原市 米原いただきます 10/20～24

兵庫県 神戸市 光の都・神戸からの発信！今年も開催
「夢灯す、光の彫刻KOBEルミナリエ」 10/27～31

長崎県 長崎市 2009長崎ランタンフェスティバルPRと長崎特産品販売 11/5～7
福井県 越前町 福井県越前町観光物産展 11/10～14

愛媛県 愛媛県 愛ある愛媛ブランド「味の匠」「技の匠」
～しまなみ海道開通10周年～ 11/17～21

徳島県 鳴門市 阿波の匠～大谷焼と鳴門観光 11/25～28
千葉県 千葉県 国産落花生PR展 12/1～5

愛媛県 西予市 「これが本物！！ 愛媛みかん！！」
～あけはまの山と海が詰まったギフト～ 12/9～10

長野県 南箕輪村 高原のふるさと南箕輪村からの贈り物』　 12/11～12
奈良県 橿原・高市広域行政組合 飛鳥地方の美味・美酒・美食　万葉心のふるさと展 12/15～17
石川県 野々市町 勧進帳・富樫の里　野々市町 12/18～20
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資 料 編

⑥ 地域プロモーション支援事業実績（ふるさと情報プラザ）　

都道府県名 実施主体 イ　ベ　ン　ト　の　名　称 会場使用期間
福岡県 北九州市 北九州市なごみの旅　門司港レトロ・小倉城下町さんぽ 1/13～16
島根県 島根県 「極上の田舎暮らしのススメ」～なつかしの国　石見から～ 1/19～21

福井県 あわら市 越前がにをゲットして満足！ゆったり温泉につかって満足！
の満足づくし 1/22～23

栃木県 栃木県 “とちぎ暮らし”フェア 1/26～30
全国 瀬戸内四都市広域観光推進協議会 瀬戸内四都市（神戸、倉敷、鳴門、琴平）食べ尽そう 2/2～6
新潟県 胎内市 地域限定「うんめもん」と一足お先に「春」をお届け 2/12～13

宮城県 女川町 「おながわ豊漁まつり」�
～新鮮・獲れたて！女川港から直送便～ 2/16～17

群馬県 沼田市 上州ぬまたの観光・物産展�
～み（観）るべー・か（買）うべー・く（食）ってんべー～ 2/19～20

和歌山県 湯浅町 紀州湯浅の食・観光フェア 2/23～27
栃木県 藤岡町 ハートにアクセス～人と自然が出会う町～藤岡町 3/2

群馬県 群馬県 銀河鉄道999号に乗って富岡製糸場と西上州の桜を見に行
こう！ 3/3～6

神奈川県 横浜市 横浜開港150周年に贈る横浜ブランド 3/9～13

茨城県 笠間市 まさかの笠間「こんなに近くに楽しい！おいしい！まちが」
～笠間市PRと物産市～ 3/16～19

茨城県 下妻市 花のまちしもつま　～下妻花特集！ 3/23～27

平成21年度
都道府県名 実施主体 イ　ベ　ン　ト　の　名　称 会場使用期間

新潟県� 南魚沼市 直江兼続・上杉景勝の故郷　南魚沼　 4/1～3

長野県� 諏訪市 ～そして、神々は舞い降りる～
平成22年寅年春の御柱祭はもう始まっています。 4/6～10

富山県� 黒部市 黒部奥山から富山湾へ、高低差4,000ｍ水の恵みの旅を提供 4/13～17
長野県� 長野市 おいでよ�長野　～春らんまん・魅力らんまんの長野市へ～ 4/21～24
三重県 津市 美しい郷めぐり～森・水・食のめぐみ～ 4/27～28

山形県 村山市 山形県村山市バラまつりキャンペーン　
母さんありがとう特別企画 5/7～8

福井県 福井県 ふくいの繊維とうまい物 5/11～15
滋賀県� 高島市 びわ湖高島のほんまもんを楽しむ 5/18～22
長崎県� 長崎市 軍艦島写真展と長崎枇杷フェア 5/25～28
北海道 北海道 北海道ちょっと暮らし　～涼しい夏の北海道へ～ 6/1～5
滋賀県 滋賀県 夏のよそほひ「近江上布展」 6/8～13
福岡県 北九州市 和のテイストで夏を愉しむ！ 6/15～19

全国 中核都市東京事務所長会 中核市東京事務所ご当地じまんフェア2009
～東京から“発進”～ 6/23～26

千葉県� 成田市 成田の夏の風物詩「成田祇園祭」
～魅力満載成田の一大イベント～ 7/1～3

新潟県� 新潟市・十日町市 間もなく開催！大地の芸術祭と水と土の芸術祭 7/6～10

兵庫県 兵庫県 全国から但馬（たじま）の夏空へ！　
兵庫・但馬（たじま）ツーリズム 7/13～14

長野県� 木曽町 木曽谷ぶらり市 7/15～17

千葉県� 千葉市 ～2009夏　FESTA�in�Chiba�City～�
With�BAY�SIDE�JAZZ�CHIBA 7/21～24

群馬県 片品村 今残したい片品の景観と食 7/28～29
宮崎県� 日向市 日向のへべすを食べてみ展!! 8/3～4
福井県 福井県 291（ふくい）の福井の市 8/6～7

自主企画 ふるさとサロン 第19回ふるさとサロン『地域のサステナを考えよう！　
～100万人のキャンドルナイト～』 8/21

静岡県 掛川市 静岡県掛川市ですよ！ 8/27～28

長野県 原村 八ヶ岳中央高原・原村
�「秋のおいしい相談会（移住相談と高原野菜販売）」 9/1～4

茨城県� 笠間市 芸術の秋、食欲の秋「笠間で心も・お腹も大満足」
～笠間市観光PRと物産市～ 9/7～11
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都道府県名 実施主体 イ　ベ　ン　ト　の　名　称 会場使用期間
山梨県 山梨県 甲斐適生活を満喫してみませんか～秋の実り～ 9/14～15

兵庫県� 神戸市、明石市、姫路市 ひょうご�三重奏（アンサンブル）�
～神戸・明石・姫路の観光・物産フェア～　グルメな旅紀行 9/16～18

岡山県� 鏡野町 彩りの郷かがみの観光物産展�in�Tokyo�
～紅葉と魅惑の特産品！“紅”が彩る鏡野町～ 9/24～25

神奈川県� 厚木市 厚木物産展「あつぎが美味しい」 9/28～10/1
滋賀県 滋賀県 人と生きものがにぎわう“滋賀の農村” 10/5～9
北海道� 枝幸町 海は宝！「オホーツク枝幸」食べつくしキャンペーン 10/13～15

島根県 飯南町 いのち彩る田舎より！秋の恵みをおすそわけ
～森林セラピーのまち島根県飯南町～ 10/19～21

長野県� 松川町 ちょっとおよりて�美味しい町�まつかわfrom信州 10/22～23
兵庫県� 神戸市 みんなで神戸に行こう！　～光の芸術�KOBEルミナリエ～ 10/26～29
京都府 京都府 京都・伝統工芸「友禅小紋展」 11/4～6
福井県 越前町 越前町と越前焼の魅力 11/9～13
福島県 三島町 福島県三島町の物産展 11/16～20

栃木県 栃木県 たかはら山麓水街道フェア2009
～清らかな水の恵みを届けます～ 11/25～27

和歌山県 湯浅町 紀州湯浅の食・観光フェア 12/1～5
長野県 小川村 りんごの里　信州おがわフェア 12/7～9
長野県 南箕輪村 高原のふるさと南箕輪村からの贈り物 12/10～11
石川県 野々市町 愛と和のまち　野々市 12/14～16
福島県 天栄村 環境王国　福島県天栄村「こだわりの食材」 12/17～18
滋賀県 豊郷町 滋賀　とよさと物産展　ふるさとの贈り物 12/21～22

鹿児島県 蒲生町 日本一の巨樹
「蒲生の大クス」のあるまち蒲生の観光・物産展 1/7～8

自主企画 ふるさとサロン 大阪まちかど路上観察＜トーク＆写真上映＞ 1/15
栃木県 栃木県 “とちぎ暮らし”フェア 1/18～22
神奈川県 小田原市 出会う！体感する！小田原ブランド！！ 1/26～27

青森県 西目屋村 白神山地を召し上がれ
～世界遺産と水源の里　青森県にしめや村～ 2/1～5

神奈川県 厚木市 魅力いっぱい厚木　～厚木のグルメが勢揃い！！～ 2/9～10
福井県 あわら市・坂井市 今が旬！あわら・坂井の食と観光フェア 2/15～17
新潟県 胎内市 ローカルフード　元気な町が呼んでいる！ 2/18～19
鳥取県 伯耆町 大山からの贈り物 2/22～25
自主企画 ㈶地域活性化センター 第２回自治体アンテナショップ情報交換会 2/26
全国 指定都市市長会 来て！！　見て！！　指定都市　花めぐり 3/1～3
千葉県 館山市 春爛漫の南房総　花海キャンペーン 3/4～5
岩手県 釜石市 かまいし逸品フェア　IN　ふるさと情報プラザ 3/9～10
埼玉県 さいたま市 ようこそ花の都　咲いたま市へ 3/11～12
滋賀県 米原市 米原市の自然と伝統工芸　～お花・ホタル・木彫・真綿～ 3/15～19

千葉県 成田市 成田の春・花めぐり　
～春を探しにちょっと出かけてみませんか～ 3/23～25

和歌山県 田辺市 世界遺産　熊野古道のまち　紀州田辺の観光・物産展 3/30～31

平成22年度
都道府県名 実施主体 イ　ベ　ン　ト　の　名　称 会場使用期間

長野県 上松町 信州木曽上松�ふるさとの森林（もり）体感展 4/5～9
滋賀県 豊郷町 ウキウキ春のほほえみ“とよさとのイチゴ”をお届けします！！ 4/12～16
福井県 福井県 福井うまいもん市 4/19～23

新潟県・福井県 新潟県・福井県 新潟・福井のお国自慢集合 5/6～7
長野県 長野市 おいでよ長野 5/11～14

愛知県 豊川市 －毎月17日はいいな�いなり寿司の日－
「豊川いなり寿司＆特産品大集合」 5/17～18

三重県 津市 津のええもん発信！ 5/20～21
長崎県 長崎市 長崎市観光PR「龍馬、長崎で待つ！」＆長崎市特産品販売 5/24～27
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⑥ 地域プロモーション支援事業実績（ふるさと情報プラザ）　

都道府県名 実施主体 イ　ベ　ン　ト　の　名　称 会場使用期間

京都府 和束町 宇治茶の産地／京都府和束町　～新茶とお茶スイーツ～
リーガロイヤルホテル東京パテシエと和束茶のコラボレート 5/28

愛知県 豊橋市 ええじゃないか豊橋！観光物産展 6/1～2
千葉県 山武市 まるごと夏休みinさんむ（九十九里浜の真ん中で遊びつくせ）6/3～4
福島県 昭和村 奥会津昭和村より�古代布「からむし織」展 6/8～11
滋賀県 滋賀県 夏のよそほひ　－近江上布展－ 6/14～19

全国 中核都市東京事務所会 中核市東京事務所ご当地じまんフェア2010�
～東京から“発進”～ 6/22～25

三重県 鈴鹿市 鈴鹿の「香り」と「エコモビリティ」のギフト 6/30～7/1
神奈川県 逗子市 夏！魅力いっぱいの三浦半島 7/5～7/7

神奈川県 小田原市 今年の夏は小田原に行こう！！
－日帰りで楽しむ！？ 泊まりで満喫！？－ 7/8～9

兵庫県 兵庫県 今年の夏は安らぎの郷で！�
兵庫・但馬（たじま）・夏ツーリズム 7/13～14

埼玉県 横瀬町 道の駅果樹公園あしがくぼ�プラムまつり 7/15～16
愛知県 一色町 三河の夏、一色のうなぎ・大提灯 7/21～22
長野県 南箕輪村 高原の夏、南箕輪村からの贈り物 7/23～24
長野県 長野県 長野県森林セラピーへのお誘い 7/26～30

香川県 香川県 香川・瀬戸内の暮らしと物産フェア�
～オリーブ製品のお届けもの～ 8/4～6

沖縄県 恩納村 住んでよく�働いてよく�訪れてよい村�沖縄恩納村物産展 8/10～13
千葉県 船橋市 とれたて船橋・自然からの贈り物 8/16～18

山梨県 大月市 疲れたあなたにビタミンアイ秀麗富嶽十二景写真展
～健康とともに 8/19～20

群馬県 片品村 今残したい片品の景観と食 8/24～25
長野県 原村 新鮮！美味しい！八ケ岳高原・原村からのおくりもの 8/26～27

栃木県 栃木県 「たかはら山麓水街道フェア2010」
～清らかな水の恵みを届けます～ 8/30～9/2

三重県 三重県 聖なる参詣の道　
世界遺産熊野古道伊勢路・東紀州観光PR展 9/6～10

茨城県 笠間市 「笠間の秋をまるかじり」
～茨城県笠間市観光PRと物産市～ 9/13～15

栃木県 那須塩原市 ようこそ！ミルク王国へ
～那須高原ミルク街道フェア2010～ 9/16～17

埼玉県 神川町 関東の清流・神流川の魅力発見！
～冬桜と紅葉と清流の味覚をお届け 9/21～24

宮城県 塩竃市 見ごろ！食べごろ！きっと行きたくなる魅惑の塩竈 9/28～30
長野県 佐久市 信州�佐久中山道宿場歩きの旅 10/4～5
神奈川県 大磯町 古きを訪ね新しきを知る！ 歴史文化に出逢える旅、大磯 10/6～8
山形県 南陽市 菊とぶどうといで湯の里�南陽市秋の観光物産展 10/12～15
滋賀県 長浜市 江・浅井三姉妹博覧会 10/18～22
新潟県 燕市 手仕事を今に伝える匠の町「燕」 10/26～29
静岡県 掛川市 ─�茶の香りとともに�─　日坂観光物産展 11/1～2
京都府 京都府 京都・伝統工芸「なごや帯展」 11/4～5
栃木県 栃木県 “とちぎ暮らし”フェア 11/8～12

和歌山県 有田市 有田市特産品フェア�
～有田市認定の美味しいみかんを召し上がれ～ 11/15～16

徳島県 （南部） ｢木頭ゆずは“徳島”の香りです。｣
～ゆず香る郷土食をご紹介します。～ 11/17～19

岐阜県 岐阜県 秋本番！�食べよう！�ふるさと岐阜の柿！ 11/22
石川県 輪島市 彩食兼備！�うるしの里�わじまフェア 11/24～26

長野県 小川村 「りんごとおやきの里☆信州おがわフェア」�
in�ふるさと情報プラザ 11/30～12/3

和歌山県 湯浅町 紀州湯浅の食・観光フェア 12/6～10
青森県 西目屋村 白神の恵を召し上がれ！　～白神直売グループ初出荷～ 12/13～15

石川県 野々市町 「椿と人の和が咲く　住み心地一番の都市」
～野々市からの心あたたまる贈り物～ 12/16～18
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都道府県名 実施主体 イ　ベ　ン　ト　の　名　称 会場使用期間
宮城県 栗原市 感謝！ ありがとう栗原デー 12/20～22
愛知県 名古屋市 あっぱれ！名古屋フェア 1/5～7
神奈川県 厚木市 わたしも�厚木で森デビュー！ 1/11～14
岡山県 岡山県 備前焼うつわ展 1/17～19

茨城県 結城市 輝く結城魅力発信キャンペーン
～あったか結城の魅力をお届けします～ 1/20～21

滋賀県 滋賀県 人と生きものがにぎわう“滋賀の農村” 1/24～28
茨城県 東海村 原子力発祥の地から☆美味しい☆農産物をお届けっ! 2/1
沖縄県 北部広域圏 おきなわの地より！！　～やんばるの地域力�大・集・合～ 2/2～4

長野県 諏訪市 諏訪を観食しよう☆
～諏訪湖と諏訪特産の味覚をお届けします～ 2/7～10

鹿児島県 伊佐市 ここがい～さ�“伊佐の風土と情熱が育む魅力をお持ちします” 2/14～15
新潟県 胎内市 うまさがあふれる�春一番！！ 2/17～18
山形県 天童市 将棋駒といで湯とフルーツのまち�天童フェア 2/22～25
愛知県 瀬戸市 東海やきもの産地展 2/28～3/4

神奈川県 平塚市 ひらつか花アグリ１周年記念フェア
～湘南ひらつかの春を感じてみませんか～ 3/7～3/11

静岡県 川根本町 行ってみようよ�お茶の里川根本町 3/14～3/16

千葉県 我孫子市 安らぎの水辺と豊かな自然が育んだ、我孫子の魅力と味を
お届けします 3/17～18

神奈川県 秦野市・中井町・二宮町・大磯町 「表丹沢～相模湾の見どころ」って？ 3/22～25

石川県 宝達志水町 ほうだつ山麓米
～水と人が奏でるハーモニーのまちがお届けします 3/28～30
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⑦ 市区町村人気パンフレットランキング　
平成23年度

順位 都道府県 団体 パンフレット名
1 兵庫県 神戸市 KOBE�de�　清盛　　2012
2 石川県 金沢市 金沢市観光マップ
3 北海道 札幌市 さっぽろ観光マップ
4 東京都 台東区 台東区観光パンフレット（浅草・浅草橋）
5 兵庫県 神戸市 神戸・清盛隊と行く　　KOBE
6 東京都 台東区 台東区観光パンフレット（上野・谷中）
7 神奈川県 箱根町 箱根観光ガイド
8 三重県 伊勢市 ええじゃないかお伊勢さん
9 京都府 京都市 京都再発見
10 北海道 美瑛町 北海道・美瑛

平成24年度
順位 都道府県 団体 パンフレット名
1 北海道 札幌市 さっぽろ観光マップ
2 宮城県 仙台市 仙台観光マップ
3 京都府 京都市 京都再発見
4 神奈川県 箱根町 箱根観光ガイド
5 北海道 函館市 浪漫函館　2012
6 神奈川県 鎌倉市 鎌倉観光パンフレット
7 北海道 小樽市 おたる　小樽観光ガイド　2012
8 石川県 金沢市 金沢市観光ガイドブック
9 栃木県 日光市 行こう日光
10 東京都 台東区 台東区観光パンフレット（上野・谷中）

平成25年度
順位 都道府県 団体 パンフレット名
1 北海道 札幌市 さっぽろ観光マップ
2 京都府 京都市 京都味の巡礼・匠の巡礼
3 宮城県 仙台市 仙台観光マップ
4 兵庫県 神戸市 おとな旅　神戸
5 北海道 小樽市 すぐそこ　おたる。
6 神奈川県 箱根町 箱根観光マップ
7 三重県 伊勢市 ええじゃないかお伊勢さん
8 北海道 函館市 浪漫函館　2013
9 神奈川県 鎌倉市 鎌倉観光パンフレット
10 京都府 京都市 マップ　京都

平成26年度
順位 都道府県 団体 パンフレット名
1 北海道 札幌市 さっぽろ観光マップ
2 石川県 金沢市 金沢市観光マップ
3 大阪府 大阪市 大阪観光局公式マップ
4 宮城県 仙台市 仙台観光マップ
5 北海道 小樽市 すぐそこ　おたる。
6 東京都 文京区 おさんぽくん
7 北海道 函館市 浪漫函館
8 神奈川県 箱根町 箱根観光マップ
9 愛知県 名古屋市 ライブマップ名古屋
10 神奈川県 鎌倉市 鎌倉観光パンフレット

➡ 本編 P17
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⑧ ふるさとパンフレット大賞　受賞パンフレット　
平成25年度

団体名 パンフレット名
大賞 福井県高浜町 「ゆっくりしていってください高浜町」

優秀賞 長崎県小値賀町 「心に残る�人に会える島。」

奨励賞 福岡県糸島市 「いとほん」

南伸坊賞 兵庫県西宮市 「にしのみやげに」

楓千里賞 長崎県東彼杵町 「お茶のまちひがしそのぎ�くじらのまちひがしそのぎ」

パックン賞 長野県木曽観光連盟 「中山道木曽路小さな旅」

マックン賞 愛知県岡崎市 「天下一葵旅」

センター理事長賞 青森県藤崎町 「藤崎町ガイドブック�すがおの津軽に、会える町。」

平成26年度
団体名 パンフレット名

大賞 高知県須崎市 「観光ガイドブックすさき帖」

優秀賞 静岡県下田市 「IZU�SHIMODA�ペリーが恋した青」

優秀賞 佐賀県武雄市 「総合観光パンフレット」

楓千里賞 鹿児島県宇検村 「I�ラブ�宇検村」

パックン賞 宮崎県五ヶ瀬町 「五つの季節がある町　五ヶ瀬町」

マックン賞 熊本県天草広域本部 「天草・宇土半島スイーツ島の山ガール」

センター理事長賞 長野県小川村 「信州小川村�案内手帖」

特別賞 福島県国見町 「国見のたからもの」

➡ 本編 P17
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⑨ 地域活性化ビデオ　
No. タイトル 内　容（制作年月） 収録時間

29
地域通貨が拓く未来　
～ひとを、まちを、元気にする�
「お金」～

今、日本の各地で『地域通貨』が注目され、導入しようとする試みが盛
んに行われています。このDVDでは『地域通貨』を通じて“豊かな地域
コミュニティの形成”、“地域経済の活性化”、“環境保護活動の促進”に
取り組んだ事例をご紹介します。いずれのケースも地域の問題を解決し、
ひとを、まちを、元気にしてくれました。『地域通貨』にはいったい何
ができるのでしょうか？その可能性を探っていきます。（H�18.�1）

40分

30 地域の魅力を発見！ 発信！！
～地域ブランドの展開戦略～

近年、全国各地で生まれている「地域ブランド」に注目が集まっています。
「地域ブランド」というと、「夕張メロン」や「松阪牛」、「信州味噌」といっ
たように商品やサービスに地域の冠が付いたものが思い浮かびます。し
かし、ポイントはそれだけではないようです。
このビデオでは、「地域ブランド」の概念を整理するとともに、どうやっ
て「地域ブランド」を生み出し、育て、地域活性化に結び付けるか、3
つの地域の事例を参考に考えていきます。（H�19.�1）

38分

31 コミュニティ・メディアを活用
した魅力あるまちづくり

地域密着型の放送や通信などの「コミュニティ・メディア」。ケーブル
テレビ、コミュニティＦＭ、インターネットを利用したコミュニティサ
イトなどを、地域のコミュニケーションを活性化させるツールのひとつ
として利用し、“わがまち”を元気で活気あふれる魅力のあるまちづくり
を行っている最前線を紹介する。（H�20.�1）

44分

32

元気な地域をつくる食のまちづ
くり最前線　
～山下真司＆富永美樹の“元気
づくり総研”～

全国各地で、食をテーマにした地域の活性化が図られている。単に食の
観点からでなく、産官学の連携、地域伝統文化とのコラボレーションに
よる地域の魅力の再発見、地域の魅力の情報発信などで元気なまちづく
りを行っている３事例を取り上げ、「食による地域活性化」ｗ実現する
ためのヒントと具体的アイディアを紹介する。（H�21.1）

43分

33

ダニエルカール＆古瀬絵里が行
く地域再生の最前線
「中山間地域」の再生　
～地域の魅力づくりのポイント～

地域社会の衰退が深く進攻している中山間地域。自分たちの地域の産物
を見直し、地域そのものの魅力を再認識することからスタートし、中山
間地域を再生している参考事例を紹介し、地域の魅力づくりのためのポ
イントを専門家により解説する。（H�22.�1）

45分

34

みんなでつくる、
新しい地域のかたち　
～「緑の分権改革」による地域活
性化～

各地域において、厳しい財政制約の下で、地域主権の確立、低炭素型社
会への転換等の改革の推進が強く求められている。緑の分権改革は、こ
れまで進められてきた行財政制度の改革に対して、地域におけるヒト、
モノ、カネ、エネルギーなどの動きそのもの、すなわち社会・経済の仕
組みを変革していく、１つのパラダイムシフトである。地方公共団体と
市民、NPOを始めとした多様な主体の協働でさまざまな創意工夫により、
緑の分権改革に取り組む事例を紹介し、そのポイントを専門家により解
説する。（H�23.�2）

49分

➡ 本編 P18
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（２）研修・交流事業
① 地域づくり人材養成塾開催実績　

年度 日　時 テーマ 講　師

26

4/16 「地域の元気創造プラン」等について 総務省地域政策課　猿渡　知之

4/17 伝わるプレゼン ㈱morisemi　代表　森　吉弘

4/21 「地域力創造施策」等について 総務省地域自立応援課企画係　係長　高橋　範充

4/25 企業の顧客に対する広報テクニック ㈱日立製作所�
　公共システム営業統括本部　川村　健

4/28 アクティブラーニング ㈱アクティブラーニング代表取締役　羽根　拓也

5/8 地域づくり人になろう！①　 地域活性化センター　クリエイティブ事業室
　総括参事　前神　有里

5/15 地域づくり人になろう！②　 地域活性化センター　クリエイティブ事業室
　総括参事　前神　有里

5/29 地域づくりは楽しい！ 内閣官房拉致問題対策本部事務局総務・拉致被害者等
支援室　主査　井上　貴至

6/5 農都交流 JOIN参事　石川　智康

6/23 時事通信の仕事から見えるこれからの地域社会 時事通信社業務局事業部長　�光石　連太郎

6/30 島根の事例から、これからの地方を考える JOIN参事　森山　忍

7/14、17 日立ショールーム見学会 ㈱日立製作所　入江　裕章

7/16 おんかつの意義と内容 地域創造プロデューサー　児玉　真

7/23 伝わるプレゼン（実践編）① ㈱morisemi　代表　森　吉弘

7/30 伝わるプレゼン（実践編）② ㈱morisemi　代表　森　吉弘

8/5 地域創造フェスティバル2014
共通シンポジウム

㈱ニッセイ基礎研究所主席研究員
　吉本　光宏　ほか

8/11 伝わるプレゼン（実践編）③ ㈱morisemi　代表　森　吉弘

8/18 地域活性化センターとは 地域活性化センター　クリエイティブ事業室長　
　宮本　明人

8/20 ギネス世界記録で地域活性化 ギネスワールドレコーズジャパン
　日本支社　代表　小川　エリカ

9/8 ふれあい囲碁体験会 一般社団法人　IGOコミュニケーションズ　
　安田　泰敏、原　安喜子

10/6 マイナンバーが自治体職員、そして住民に与える影響 愛媛県後期高齢者医療広域連合�
　事務課　高倉　万記子

10/21 物語が変わる、地域も変わる　地域力創造のための第３カー
ブ・マーケティング 設樂剛事務所　代表　設樂　剛

10/27 消防士のまちづくり 市川市西消防署大洲出張所�
　所長　羽田野　清

11/7 翔和学園　視察研修 NPO法人翔和学園　学園長　伊藤　寛晃

11/25 知っているようで知らない自治制度『都・道・府・県』と
『市・町・村』 地域活性化センター　事務局長　佐々木　淳

12/1 生活困窮者自立支援法と地域づくり 厚生労働省　社会・援護局　地域福祉課
　生活困窮者自立支援室　室長　熊木　正人

12/9 まち・ひと・しごと創生法及び改正地域再生法について
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局
　主査　松林　直邦
内閣官房地域活性化統合事務局
　主査　勝俣　良太

➡ 本編 P21
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① 地域づくり人材養成塾開催実績　

年度 日　時 テーマ 講　師

26

12/17 『食』による地域活性化 JOIN参事　加藤　伸彦

2/10 第１回常務・職員　意見交換会 地域活性化センター　常務理事　傍士　銑太

2/10 国内調査報告会
①�滋賀県東近江ほか（前神、武久、木瀬、一木）
②�北海道東川町、芦別市ほか（森山、西澤、小森）
③�島根県隠岐郡海士町（津隈、仲野、長門、小口）

2/19 第２回常務・職員　意見交換会 地域活性化センター　常務理事　傍士　銑太

2/25 NPOフュージョン長池課外研修 NPOフュージョン長池　理事長　富永　一夫

2/26 発想の転換による公共施設改革 株式会社五星パブリックマネジメント研究所
　所長兼主席研究員　天米　一志

3/12 理事長・職員　意見交換会 地域活性化センター　理事長　椎川　忍

3/17 国内調査報告会 ①富山県富山市、南砺市（相澤、田村、近森、西内）
②岡山県総社市（渡邊、神坂、佐竹）

3/18 第３回常務・職員　意見交換会 地域活性化センター　常務理事　傍士　銑太

3/24 人口減少時代のまちづくり政策とイノベーション
自治大客員教授・総務省地域力創造アドバイザー、
日立製作所情報・通信システム社社長付、元（第50代）
自治大学校長・元総務省地域力創造審議官
　武居　丈二

3/25 株式会社まちづくり立川、多摩信用金庫視察研修 株式会社まちづくり立川　事務局長　藤原　祥乃
多摩信用金庫　澤田　仁　ほか

27

4/2 各課事業説明ほか

4/2 研修手帳の書き方
上尾市役所　主任　岡野　衣里
地域活性化センター　クリエイティブ事業室　副参事　
　相澤　智生

4/3 各課事業説明ほか

4/6 ふれあい囲碁体験会と夢大会 一般社団法人　IGOコミュニケーションズ　
　安田　泰敏、原　安喜子

4/7 アクティブラーニング ㈱アクティブラーニング　代表取締役　
　羽根　拓也

4/16 伝わるプレゼン① ㈱morisemi　代表　森　吉弘

4/22 県庁の中でのサークル活動、東北三県の勉強会、民間有志
の勉強会の活動事例及び活動に込める想いと目指すところ

秋田県地域振興局福祉環境部　副主幹　
　滝本��法明

4/30 私の仕事流儀 まんのう町会議員　竹林　昌秀

4/30 伝わるプレゼン② ㈱morisemi　代表　森　吉弘

5/15 物語が変わる、地域も変わる　地域力創造のための第３カー
ブ・マーケティング

設樂剛事務所　チーフ・コミュニティオフィサー
　設樂　剛

5/19 フリーアドレスやペーパレスからはじまる業務改革 総務省自治行政局　電子政府研究官　中井川　禎彦

5/28 クールジャパンの発信 経済産業省商務情報政策局生活文化創造産業課　
　課長補佐　中山　洋平

6/3 人口減少時代の地域活性化とまちづくりを考える（Ⅱ）　
～反転の思考でイノベーションの「風」を起こせ！～ 自治大学校客員教授　武居　丈二

6/5 いま、高校を地域に埋め戻すとき～�地方創生に担い手育
成機能をどう組み込むか�～ 岐阜県立可児高校　改革推進部長　浦崎　太郎

6/24 地域活性化センターについて 地域活性化センター　研修交流課長　宮本　明人

6/26 DBJの地域への取り組みと地方創生 ㈱日本政策投資銀行　企画審議役　中村　聡志

7/7 「地方創生」時代に求められる公務員の役割とは　
～国・県・市・外郭団体に勤務して～ 総務省自治税務局　森中　高史
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年度 日　時 テーマ 講　師

27

7/15 自治体職員に伝えたいこと 滋賀県湖南市長　谷畑　英吾

7/21 サービス文明がやってくる 京都工芸繊維大学特任教授・地域活性化伝道師　
　坪田　知己

7/29 岐阜県立可児高校縁リッチプロジェクト 岐阜県立可児高校のみなさん

7/29 日本マンガ・アニメトキワ荘フォーラムの取り組み NPO日本マンガ・アニメトキワ荘フォーラム　
　副理事長　小室　裕一

7/30 集落人口推計 地域活性化センター　クリエイティブ事業室　副参事
　神坂　文康

7/30 地域活性化センターで学んだこと 広島県地域政策局　地域力創造課　主査　
　崎本　龍司

8/6 【第１回】地方創生に向けて
～創造的人材の定住・交流、人口動態の観点から 地域活性化センター　事務局長　牧　慎太郎

8/7 【第２回】地域コミュニティの再生
～ICT活用、学校活用の観点から 地域活性化センター　事務局長　牧　慎太郎

8/19 自治大学校研修報告ほか
地域活性化センター　編集室　副参事　岩崎　亨
地域活性化センター　クリエイティブ事業室長　
　前神　有里

8/21 地方創生実践塾（宮崎県綾町）参加報告会 地域活性化センター　広報室　副参事　木瀬　雪江
JOIN　参事　西澤　剛志

9/6
学校と地域の連携による地域課題解決型キャリア教育を推進
するために
～可児高等学校と可児市の連携に学ぶ～

岐阜県立可児高校　改革推進部長　浦崎　太郎　ほか

9/10 事業計画の作り方・見方 地域活性化センター　常務理事　岩崎　正敏

9/14 事業計画の作り方・見方 地域活性化センター　常務理事　岩崎　正敏

9/15 外国におけるアニメ・マンガの人気をどう考えるか 地域活性化センター　監事　岡田　眞樹

9/17 事業計画の作り方・見方 地域活性化センター　常務理事　岩崎　正敏

9/24 ふるさと納税の現状と課題
～制度活用を支援する民間企業からの報告～

㈱サイネックス　企画開発本部　ウェブソリューション課
　課長　西村　慶友

9/28 事業計画の作り方・見方 地域活性化センター　常務理事　岩崎　正敏
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② 全国地域リーダー養成塾　塾生派遣者数（第１期～第27期）　
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② 全国地域リーダー養成塾　塾生派遣団体（第１期～第27期）　
都道府県 派遣者数 派遣団体（団体名は派遣当時の名称です）

北海道 53 北海道、小樽市、網走市、滝川市、上ノ国町、ニセコ町、喜茂別町、栗山町､ 秩父別町、東川町、滝上
町、美幌町、むかわ町、阿寒町、白糠町

青森県 30
青森市、八戸市、三沢市、浪岡町、南部町、おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、階上町、新郷村、
福地村、南郷村、八戸地域広域市町村圏事務組合､�あおぞら組、大鰐温泉スキー場活性化実行委員会、
北のパイオニア大畑、㈵プロワークス十和田

岩手県 45
岩手県、宮古市、遠野市、二戸市、葛巻町、東和町、沢内村、西和賀町、金ケ崎町、一戸町、胆沢町、
衣川村、住田町、岩泉町、紫波町、田野畑村、出前餅つき隊「餅・モチグループ」、口内町自治協議会、
黒沢尻西地区自治協議会、岩手県農村青年クラブ連絡協議会

宮城県 12 田尻町、東和町、加美町、スポ･アートサポートみやぎ、㈵ひたかみ水の里、宮城県町村会

秋田県 7 横手市、比内町、地域活性を考える会、横手青年会議所、大館まちづくり協議会、ごじょうめ朝市大学

山形県 33 米沢市、鶴岡市、酒田市、上山市、東根市、高畠町、金山町、小国町�、舟形町、いろりのある集会所
田楽庵

福島県 19
喜多方市、霊山町、川俣町、東和町、熱塩加納村、北塩原村、塩川町、山都町、南会津町、西会津町、
高郷村、泉崎村、矢吹町、石川町、川俣町商工会、西郷村青少年交流推進事業実行委員会､ 伊達町駅前
住民福祉会、保原教育ワーキンググループ

茨城県 28 下館市、結城市、常陸太田市、笠間市、高萩市、鹿嶋市、桜川市、大洗町、八千代町、関城町、大宮フ
ロンティア塾、つくば市松代小学校、水戸女性フォーラム

栃木県 6 日光市、氏家町、南那須町、芳賀町

群馬県 16 桐生市、沼田市、安中市、太田市、上野村、草津町、川場村、玉村町の環境を考える会、㈵地域食生活
研究会、㈵時をつむぐ会、ブルーノ･タウトの映像を作る会、㈵むかゆうのさと、未来塾

埼玉県 56
埼玉県、熊谷市、行田市、加須市、草加市、和光市、新座市、騎西町、小鹿野町、北川辺町、宮代町、
騎西インターネット協議会、騎西町女性団体連絡協議会、瀬崎まちづくり市民会議、西秩父商工会、ま
ちづくりネットワーク・かぞ、吉田町青玻亭カレー倶楽部、和光市まちづくり懇談会、㈵わこう子育て
ネットワーク、アバンセ未来を拓くまちづくり研究会

千葉県 72
千葉市、市川市、市原市、船橋市、木更津市、佐原市、成田市、八日市場市、流山市、四街道市、南房
総市、匝瑳市、いすみ市、酒々井町、栄町、小見川町、成東町、花の会「土楽の里」、富山町商工会、
富山町酪農会、南房総市観光協会、㈳南房総市社会福祉協議会、南房総未来塾、御宿町商工会、ボラン
ティアサークルShakeHands

東京都 18 板橋区、府中市、日野市、福生市、清瀬市、小平市、神津島村、利島村

神奈川県 13 横須賀市、平塚市、藤沢市、小田原市、厚木市、座間市、綾瀬市、㈵小田原まちづくり応援団

新潟県 42
長岡市、柏崎市、十日町市、両津市、上越市、豊浦町、聖籠町、笹神村、巻町、津南町、安塚町、松之
山町、下田村、三川村、中里村、中郷村、㈳中越防災安全推進機構、魚沼市地域づくり振興公社、
NPO法人市民協働ネットワーク長岡、NPO法人柏崎まちづくりネットあいさ

富山県 16 富山市､ 小矢部市、南砺市、宇奈月町、福光町、井波わくわく塾、北アルプス塾（上市町商工会）、グ
ランドプラザ運営事務所、福野町商工会

石川県 6 加賀市、鶴来町、志賀町、能登町、㈱御祓川、㈵さわやかいいね金沢

福井県 19 あわら市、越前市、武生市、大野市、勝山市、丸岡町、南条町、若狭町、㈶池田屋、南条熱中塾

山梨県 9 山梨県、南アルプス市、一宮町、鰍沢町、白根町、小菅村、NPO多摩源流こすげ

長野県 73
松本市、上田市、飯田市、諏訪市、塩尻市、千曲市、小海町、佐久穂町、松川町、高森町、木曽町、木
曽福島町、波田町、川上村、南箕輪村、四賀村、朝日村、木島平村、あずみ野太鼓同好会、おんなしょ
うぐみ、地域づくり交遊塾、南信州広域連合、持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪

岐阜県 69
大垣市、高山市、多治見市、羽島市、美濃加茂市、飛騨市、安八町、川島町、南濃町、大野町、糸貫町、
白鳥町、白川町、輪之内町、古川町、高根村、飛騨広域事務組合、美濃加茂商工会議所､ ㈶美濃白川ク
オーレの里財団、木の国ふるさとづくりの会（古川町）、㈲白川町農業開発

静岡県 16 清水市、富士市、下田市、伊豆の国市、韮山町、中伊豆町、天城湯ケ島町、清水町、森町、水窪町

愛知県 35 豊橋市、刈谷市、岩倉市、田原市、高浜市、新城市、南知多町、額田町、足助町、下山村、㈵やらまい
会、小牧にぎわい隊

三重県 6 三重県、飯高町、宮川村、伊賀地域研究会Be、上野商工会議所

滋賀県 14 守山市、湖南市、能登川町、豊郷町、甲良町、新旭町

京都府 4 福知山市、綾部市、宇治市、城陽市

大阪府 1 羽曳野市

兵庫県 12 相生市、赤穂市、西脇市、宝塚市、篠山市、家島町、篠山町

➡ 本編 P21
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② 全国地域リーダー養成塾　塾生派遣団体（第１期～第27期）　

都道府県 派遣者数 派遣団体（団体名は派遣当時の名称です）
奈良県 3 天川村、野迫川村、川上村

和歌山県 4 和歌山県、和歌山市、高野口町、高野口町商工会

鳥取県 9 鳥取県、倉吉市、智頭町、南部町

島根県 9 益田市、掛合町、多伎町、仁摩町、川本町、六日市町、松江商工会議所

岡山県 31 岡山市、総社市、新見市、真庭市、美作市、吉井町、船穂町、落合町、大原町、美作町、高梁商工会議
所、箭田まちづくり推進協議会

広島県 23 呉市、因島市、三次市、安芸高田市、蒲刈町、高宮町、豊町、瀬戸田町、内海町、沼隈町、高野町、重
伝建を考える会、地域の福祉を考える尾道市民の会

山口県 9 山口県、宇部市、下松市、周防大島町、徳地町、福栄村

徳島県 9 由岐町、井川町、佐那河内村、川島フォーラム21

香川県 4 池田町、三野町、まんのう町、高松まちかど漫遊帖実行委員会

愛媛県 9 愛媛県、西条市、北条市、大洲市、西予市、丹原町、生名村、㈶えひめ地域政策研究センター

高知県 15 高知県、高知市、土佐清水市、梼原町、大正町、大川村、吾川村、葉山村

福岡県 11 福岡市、直方市、宮田町、城島町、大木町、築城町

佐賀県 6 佐賀県、鳥栖市、西有田町、太良町、YY企画

長崎県 8 佐世保市、諫早市、千々石町、鷹島町、崎戸町商工会、㈵長崎さんさん21

熊本県 5 山鹿市、大津町、南小国町、河浦町

大分県 14 臼杵市、豊後大野市、蒲江町、野津町、大野町、久住町、安心院町、オール大野デザイン会議、緒方町
観光振興公社、緒方町ふるさと自由塾、若者的生活向上委員会

宮崎県 6 椎葉村、㈱北川はゆま、小林おもしろ発見塾、南郷町レクリエーション協会、やっちみろかい酒谷、宝
島会

鹿児島県 18 出水市、大口市、南九州市、山川町、川辺町、菱刈町、大根占町、錦江町、ときめき・らんど�はなみ
ずき、NPO法人頴娃おこそ会

沖縄県 4 かりゆし塾、北中城村商工会、宮古広域圏事務組合、野國總管塾

その他 10 伊藤忠商事、四国大川農協、四国電力、長銀総合研究所、千代田生命、富士通、（独）水資源機構

合　計 937
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③ 全国地域リーダー養成塾　講義　
平成17年度

講　義　名 講　　　師
塾長講話 東京大学名誉教授 大森　彌
市町村合併 東京大学名誉教授 大森　彌
分権時代と人づくり 東京大学名誉教授 大森　彌
交流と人材育成 早稲田大学教授 宮口　侗廸
住民参加と協働 早稲田大学教授 卯月　盛夫
景観 東京大学大学院教授 北沢　猛
地域経済振興 東京大学大学院助教授 小田切　徳美
地域経営 一橋大学大学院教授 辻　琢也
リーダーシップ論 愛知県高浜市長 森　貞述
男女共同参画社会 中央大学教授 廣岡　守穂
企画力開発 ㈱北山創造研究所代表 北山　孝雄
新しい公共空間の形成 広島県安芸高田市自治振興課長 小田　忠
住民参加の手法 ㈱石塚計画デザイン事務所代表 石塚　雅明
行財政改革 関西学院大学大学院経済学研究科教授 小西　左千夫
民間の経営手法 武田製薬工業㈱人事部シニアマネージャー 阪口　克己
NPO 都岐沙羅パートナーズセンター運営理事 大滝　聡
地域情報化・IT 日本アプライサイドサーチ研究所代表取締役 山村　俊弘
景観とまちづくり 東京農業大学教授 進士　五十八
福祉のまちづくり アクセスプロジェクト代表 川内　美彦
ディベート研修 有限会社N&Sラーニング 太田　昌宏
地域間交流 熊本県小国町行政経営局長 江藤　訓重
地域産業おこし研修 株式会社地域振興研究所代表取締役 須川　一幸
地域とイベント ㈱三井物産戦略研究所国土・地域振興室長 園田　正彦
資源循環型のまちづくり 京都嵯峨芸術大学教授 真板　昭夫
環境保全 東京大学教授 武内　和彦
中心市街地活性化 石川県中小企業団体中央会女性部会長 山岸　淑子
農山漁村活性化実践報告 農事組合法人伊賀の里モクモク手作りファーム社長 木村　修
コミュニティ・ビジネス コミュニティビジネス総合研究所所長 細内　信孝
マーケティングの手法 有限会社良品工房代表取締役 白田　典子
特別講義 スポーツジャーナリスト 二宮　清純

平成18年度
講　義　名 講　　　師

塾長講話 東京大学名誉教授 大森　彌
分権時代と人づくり 東京大学名誉教授 大森　彌
交流と人材育成 早稲田大学教授 宮口　侗廸
住民参加と協働 早稲田大学教授 卯月　盛夫
地域経済振興 明治大学教授 小田切　徳美
地域経営 一橋大学大学院教授 辻　琢也
景観 駒澤大学助教授 内海　麻利
男女共同参画社会 中央大学教授 廣岡　守穂
行財政改革 関西学院大学大学院教授 小西　砂千夫
合併後の地域経営 政策研究大学院大学教授 横道　清孝
都市内分権と公共空間 東京大学大学院教授 斎藤　誠
景観とまちづくり 東京大学大学院教授 北沢　猛
資源循環型のまちづくり 京都嵯峨芸術大学教授 真板　昭夫
環境保全 東京大学大学院教授 武内　和彦
理事長講話 財団法人地域活性化センター理事長 小林　実
リーダーシップ論 岐阜県多治見市長 西寺　雅也
地域間交流 熊本県小国町行政経営局長 江藤　訓重
地域情報化・情報発信 総務省自治政策課課長補佐 岡本　成男
コミュニティ・ビジネス コミュニティビジネス総合研究所所長 細内　信孝
企画力開発 ㈱北山創造研究所代表 北山　孝雄
民間の経営手法 コンサルタント 城　繁幸
住民参加の手法 ㈱石塚計画デザイン事務所代表 石塚　雅明
現地視察（地域資源を活かしたまちづくり） 早稲田商店会エコステーション事業部長 藤村　望洋
地域とイベント ㈲楽映舎企画プロデューサー 越後　啓子
福祉のまちづくり アクセスプロジェクト代表 川内　美彦
ディベート研修 ㈲N&Sラーニング 西部　直樹
NPO 赤須企画事務所代表 赤須　治郎
地域産業おこし研修 ㈱地域振興研究所代表取締役 須川　一幸
中心市街地活性化 石川県中小企業団体中央会女性部会長 山岸　淑子
農山漁村活性化実践報告 農事組合法人伊賀の里モクモク手作りファーム社長 木村　修
マーケティングの手法 ㈲良品工房代表取締役 白田　典子
特別講義（公開講義） ㈱ダイエー代表取締役会長 林　文子
�

➡ 本編 P21
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③ 全国地域リーダー養成塾　講義　

平成19年度
講　義　名 講　　　師

塾長講話 東京大学名誉教授 大森　彌
分権時代と人づくり 東京大学名誉教授 大森　彌
実践的地域経営論 明治大学大学院教授 山下　茂
地域の再生とデザイン 早稲田大学教授 後藤　春彦
地域経済の振興と自立 明治大学教授 小田切　徳美　
新しい住民参加のかたち 駒沢大学准教授 内海　麻利
分権改革の推進 首都大学東京大学院教授 大杉　覚
行政改革の新展開 一橋大学大学院教授 辻　琢也
景観とまちづくり 東京大学大学院教授 北沢　猛
公会計改革と財政健全化 関西学院大学大学院教授 小西　砂千夫
男女共同参画社会 中央大学教授 廣岡　守穂
少子高齢化社会と地域 山口県立大学大学院教授 小川　全夫
中心市街地活性化とコンパクトシティ 名城大学教授 海道　清信
団塊世代と子どもたちの地域参加 埼玉大学教授 梶島　邦江
交流と地域おこし 江戸川大学教授 鈴木　輝隆
循環と共生のまちづくり 名古屋大学大学院専任准教授 高野　雅夫
新たな協働と地域自治 帝塚山大学非常勤講師 田中　義岳
理事長講話 ㈶地域活性化センター理事長 谷合　靖夫
私の自治実践論 豊田市長 鈴木　公平
地域活性化のための企画・情報戦略 八代市情報推進課主任 小林　隆生
コミュニティビジネス 株式会社玄�代表取締役 政所　利子
危機管理論 田中危機管理・広報事務所長 田中　正博
民間の経営手法 株式会社Joe'sLabo代表取締役 城　繁幸
マーケティングの手法 有限会社良品工房代表取締役 白田　典子
ユニバーサルデザイン－ひととまち－ アクセスプロジェクト代表 川内　美彦
農山漁村活性化実践報告 農事組合法人伊賀の里モクモク手作りファーム社長 木村　修
NPO活動の実際と役割 NPO法人まちづくり情報センターかながわ理事 谷本　有美子
ワークショップの手法 ㈱石塚計画デザイン事務所代表 石塚　雅明
地域ブランド創造研修 ㈱地域振興研究所代表取締役 須川　一幸
ディベート研修 ㈲N&Sラーニング 左口　絹英
現地視察（地域内での助け合いシステム） NPO法人流山ユー・アイネット代表理事 米山　孝平
特別講義（公開講義） 元サッカー日本代表監督 岡田　武史

平成20年度
講　義　名 講　　　師

塾長講話 東京大学名誉教授 大森　彌
分権時代と人づくり 東京大学名誉教授 大森　彌
実践的地域経営論 明治大学大学院教授 山下　茂
地域の再生とデザイン 早稲田大学教授 後藤　春彦
地域経済の振興と自立 明治大学教授 小田切　徳美　
新しい住民参加のかたち 駒澤大学准教授 内海　麻利
分権改革の推進 首都大学東京大学院教授 大杉　覚
行政改革の新展開 一橋大学大学院教授 辻　琢也
少子高齢化社会と地域 山口県立大学大学院教授 小川　全夫
私の自治実践論 飯田市長 牧野　光朗
男女共同参画社会 大阪大学大学院招聘教授 藤井　龍子
ワークショップ研修 ㈱石塚計画デザイン事務所代表 石塚　雅明
危機管理論 市町村アカデミー客員教授 大塚　康男
新たな協働と地域自治 明治大学教授 牛山　久仁彦
団塊世代と子どもたちの地域参加 埼玉大学教授 梶島　邦江
民間の経営手法 武田薬品工業㈱人事センター所長 阪口　克己
地域活性化のための企画・情報戦略 三鷹市ユビキタス・コミュニティ推進担当部長 後藤　省二
ユニバーサルデザイン－ひととまち－ ㈱ユーディ・シー代表取締役社長 梶本　久夫
ディベート研修 ㈲N&Sラーニング代表 西部　直樹
景観とまちづくり 東京大学大学院教授 西村　幸夫
公会計改革と財政健全化 関西学院大学大学院教授 小西　砂千夫
中心市街地活性化とコンパクトシティ 関東学院大学教授 横森　豊雄
循環と共生のまちづくり 名古屋大学大学院准教授 高野　雅夫
地域ブランド創造研修 ㈱地域振興研究所代表取締役 須川　一幸
NPO活動の実際と役割 NPO法人まちづくり情報センターかながわ理事 谷本　有美子
コミュニティビジネス ㈱玄�代表取締役 政所　利子
マーケティングの手法 流通科学大学学長 石井　淳蔵
交流による地域おこし 日本総合研究所主任研究員 矢野　勝彦
農山漁村活性化実践報告 馬路村農業協同組合代表理事組合長 東谷　望史
理事長講話 ㈶地域活性化センター理事長 石田　直裕
現地調査 NPO法人NPO�FUSION長池代表 富永　一夫
特別講義（公開講義） ザ・ウィンザーホテルズインターナショナル代表取締役 窪山　哲雄

�
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平成21年度
講　義　名 講　　　師

塾長講話 東京大学名誉教授 大森　彌
分権時代と人づくり 東京大学名誉教授 大森　彌
実践的地域経営論 明治大学大学院教授 山下　茂
地域の再生とデザイン 早稲田大学教授 後藤　春彦
地域経済の振興と自立 明治大学教授 小田切　徳美　
分権改革の推進 首都大学東京大学院教授 大杉　覚
福祉サービスの供給基盤と財源 日本大学教授 沼尾　波子
行政改革の新展開 一橋大学大学院教授 辻　琢也
少子高齢化社会と地域 山口県立大学大学院教授 小川　全夫
私の自治実践論 飯田市長 牧野　光朗
男女共同参画時代の地域づくり 立教大学教授 萩原　なつ子
ファシリテ―ション研修 ㈱石塚計画デザイン事務所代表 石塚　雅明
地域活性化のための情報化戦略 慶応義塾大学准教授 飯盛　義徳
景観とまちづくり 東京大学大学院教授 西村　幸夫
循環と共生のまちづくり 名古屋大学大学院准教授 高野　雅夫
民間の実践的組織運営 武田薬品工業㈱人事センター所長 阪口　克己
公会計改革と財政健全化 関西学院大学大学院教授 小西　砂千夫
論理的思考・表現力研修 ㈲N&Sラーニング代表取締役 西部　直樹
福祉のまちづくり ミカユニバーサルデザインオフィス取締役社長 長谷川　美香
地域コミュニティの再生 法政大学教授 名和田　是彦
NPOと行政との協働 NPO研修・情報センター代表理事 世古　一穂
これからの中心市街地活性化 関東学院大学教授 横森　豊雄
地域資源活用研修 ㈱地域振興研究所代表取締役 須川　一幸
実践的危機管理論 市町村アカデミー客員教授 大塚　康男
住民の参加と協働 ㈱計画技術研究所所長 林　泰義
コミュニティビジネス ㈱玄�代表取締役 政所　利子
移住・交流による地域活性化 早稲田大学教授 宮口　侗廸
農山漁村活性化実践報告 ㈱四万十ドラマ代表取締役社長 畦地　履正
広報の効果的な手法 NPO男女共同参画おおた理事長 牟田　静香
理事長講話 ㈶地域活性化センター理事長 石田　直裕
現地調査 ㈱まちづくり三鷹企画事業Gシニアマネージャー 宇山　正幸
特別講義（公開講義） 元シンクロナイズドスイミング日本代表監督 井村　雅代

平成22年度
講　義　名 講　　　師

塾長講話 東京大学名誉教授 大森　彌
分権時代と人づくり 東京大学名誉教授 大森　彌
実践的地域経営論 明治大学大学院教授 山下　茂
地域の再生と景観デザイン 早稲田大学教授 後藤　春彦
地域経済の振興と自立 明治大学教授 小田切　徳美　
分権改革の推進 首都大学東京大学院教授 大杉　覚
対人社会サービスの供給基盤整備と経済・財政 日本大学教授 沼尾　波子
分権時代の行政運営の手法 一橋大学大学院教授 辻　琢也
男女共同参画時代の地域づくり 立教大学教授 萩原　なつ子
私の自治実践論 飯田市長 牧野　光朗
ファシリテ―ション研修 ㈱石塚計画デザイン事務所代表 石塚　雅明
少子高齢化時代の地域づくり 熊本学園大学教授 小川　全夫
地域コミュニティの再生 法政大学教授 名和田　是彦
環境と共生の地域づくり 法政大学大学院教授 田中　充
コミュニティビジネス ㈱玄�代表取締役 政所　利子
民間の実践的組織運営 武田薬品工業㈱総務人事センター所長 阪口　克己
住民参加と協働 明治大学教授 牛山　久仁彦
論理的思考・表現力研修 ㈲N&Sラーニング代表取締役社長 西部　直樹
地域活性化のための情報化戦略 慶応義塾大学准教授 飯盛　義徳
地方財政の健全化とその対策 関西学院大学大学院教授 小西　砂千夫
地域資源活用研修 イング総合計画㈱代表取締役　地域再生マネージャー 斉藤　俊幸
NPOの活動の現況とその課題 せんだい・みやぎNPOセンター代表理事 加藤　哲夫
コンパクトでにぎわいあふれるまちづくり 関東学院大学教授 横森　豊雄
福祉のまちづくり ㈲ミカユニバーサルデザインオフィス取締役社長 長谷川　美香
広報の効果的な手法 NPO男女共同参画おおた理事長 牟田　静香
実践的危機管理論 市町村アカデミー客員教授 大塚　康男
移住・交流による地域活性化 早稲田大学教授 宮口　侗廸
農山漁村活性化実践報告 結城　登美雄
景観とまちづくり 東京大学教授 西村　幸夫

現地調査
千葉県香取市市民活動推進課 椎名　喜予
佐原おかみさんの会 香取　理恵
NPO法人婆沙羅 鎌形　善枝

特別講義（公開講義） 至学館大学レスリング部監督・全日本女子レスリングヘッドコーチ 栄　和人
女子レスリングアテネ・北京五輪金メダリスト 吉田　沙保里
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③ 全国地域リーダー養成塾　講義　

平成23年度
講　義　名 講　　　師

塾長講話 東京大学名誉教授 大森　彌
分権時代と人づくり 東京大学名誉教授 大森　彌
実践的地域経営論 明治大学大学院教授 山下　茂
地域の再生と景観デザイン 早稲田大学教授 後藤　春彦
分権改革の推進と地域発自治創造 首都大学東京大学院教授 大杉　覚
日本の経済・財政の展望と地域づくり 日本大学教授 沼尾　波子
農山村地域の振興と担い手づくり 法政大学准教授 図司　直也
分権時代の行政運営の方法 一橋大学大学院教授 辻　琢也
男女共同参画時代の地域づくり 立教大学教授 萩原　なつ子
私の自治実践論 北海道ニセコ町長 片山　健也
ファシリテ―ション研修 ㈱石塚計画デザイン事務所代表 石塚　雅明
プレゼンテーション研修 ㈶NHK放送研修センター日本語センター専門委員 加藤　昌男
地域コミュニティの再生 法政大学教授 名和田　是彦
環境と共生の地域づくり 法政大学大学院教授 田中　充
コミュニティビジネス ㈱玄�代表取締役 政所　利子
民間の実践的組織運営 武田薬品工業㈱総務人事センター所長 阪口　克己
住民参加と協働 明治大学教授 牛山　久仁彦
にぎわいあふれるまちづくり 中央大学教授 細野　助博
地域活性化のための情報化戦略 慶応義塾大学准教授 飯盛　義徳
地方財政の健全化とその対策 関西学院大学大学院教授 小西　砂千夫
地域資源活用研修 ㈱地域振興研究所代表取締役 須川　一幸
NPOの活動の現況とその課題 特定非営利活動法人日本NPOセンター代表理事 山岡　義典
コンパクトでにぎわいあふれるまちづくり 関東学院大学教授 横森　豊雄
福祉のまちづくり ㈲ミカユニバーサルデザインオフィス取締役社長 長谷川　美香
広報の効果的な手法 NPO男女共同参画おおた理事長 牟田　静香
マーケティングの手法 立教大学教授 東　徹
移住・交流による地域活性化 早稲田大学教授 宮口　侗廸
農山漁村活性化実践報告 結城　登美雄
景観とまちづくり 東京大学教授 西村　幸夫

現地調査
千葉県成田市市街地整備課 浦壁　拓郎
上町まちづくり協議会会長 下田　祥三
トレジャーハンター成田空援隊 椿　欣一

特別講義（公開講義） 柔道家、IPU環太平洋大学�体育学部体育学科教授・柔道部総監督、日本健康医療専門学校校長� 古賀　稔彦

平成24年度
講　義　名 講　　　師

塾長講話「地域をとりまく時代の潮流」 東京大学名誉教授 大森　彌
地域は人なり 東京大学名誉教授 大森　彌
実践的地域経営論 明治大学大学院教授 山下　茂
地域の再生と景観デザイン 早稲田大学創造理工学部長・教授 後藤　春彦
分権改革の推進と地域発自治創造 首都大学東京大学院教授 大杉　覚
日本の経済・財政の展望と地域づくり 日本大学教授 沼尾　波子
農山村地域の振興と担い手づくり 法政大学准教授 図司　直也
分権時代の行政運営の方法 一橋大学大学院教授 辻　琢也
私の自治実践論 宮城県南三陸町長 佐藤　仁
男女共同参画時代の地域づくり 立教大学教授 萩原　なつ子
図解表現の技法 多摩大学教授 久恒　啓一
プレゼンテーション研修 ㈶NHK放送研修センター日本語センター専門委員 加藤　昌男
地方財政の健全化とその対策 関西学院大学大学院教授 小西　砂千夫
コミュニティビジネス ㈱玄�代表取締役 政所　利子
住民参加と協働 明治大学教授 牛山　久仁彦
民間の人材育成・組織運営 武田薬品工業㈱総務人事センター所長 阪口　克己
環境と共生の地域づくり 法政大学大学院教授 田中　充
マーケティングの手法 立教大学教授 東　徹
地域コミュニティの再生 法政大学教授 名和田　是彦
観光振興による地域の活性化 和歌山大学教授 藤田　武弘
ファシリテ―ション研修 ㈱石塚計画デザイン事務所代表 石塚　雅明
移住・交流による地域活性化 早稲田大学教授 宮口　侗廸
にぎわいあふれるまちづくり 中央大学教授 細野　助博
福祉のまちづくり ㈲ミカユニバーサルデザインオフィス取締役社長 長谷川　美香
広報の効果的な手法 NPO男女共同参画おおた理事長 牟田　静香
景観とまちづくり 東京大学教授 西村　幸夫
地域活性化のための情報化戦略 慶応義塾大学准教授 飯盛　義徳
NPOの活動の現況とその課題 特定非営利活動法人日本NPOセンター代表理事 山岡　義典
農山漁村活性化実践報告 結城　登美雄

現地調査

千葉県佐倉市市民部自治人権推進課 小田　賢治
佐倉市市民公益活動サポートセンター長 堀川　洋一郎
白銀小学校区地域まちづくり協議会事務局長 木村　久則
文化財ボランティアガイド佐倉会長 田辺　幹憲

特別講義（公開講義） サッカー解説者・2004年アテネ五輪サッカー日本代表監督 山本　昌邦
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�平成25年度
講　義　名 講　　　師

塾長講話「地域をとりまく時代の潮流」 東京大学名誉教授 大森　彌
地域は人なり 東京大学名誉教授 大森　彌
公共サービスの管理―量と質のコントロール 法政大学大学院公共政策研究科長・教授 武藤　博己
地域の再生と景観デザイン 早稲田大学創造理工学部長・教授 後藤　春彦
分権改革の推進と地域発自治創造 首都大学東京大学院教授 大杉　覚
対人社会サービス供給から考える地域づくり 日本大学教授 沼尾　波子
農山村地域の振興と担い手づくり 法政大学准教授 図司　直也
移住・交流による地域活性化 早稲田大学教授 宮口　侗廸
分権時代の行政運営の方法 一橋大学大学院教授 辻　琢也
私の自治実践論 岩手県金ヶ崎町長 髙橋　由一
説得から納得の政策形成へ～図解思考のすすめ～ 多摩大学経営情報学部長・教授 久恒　啓一
プレゼンテーション研修 （一財）NHK放送研修センター日本語センター専門委員 加藤　昌男
地方財政の現状と課題 関西学院大学大学院教授 小西　砂千夫
コミュニティビジネス ㈱玄�代表取締役 政所　利子
広報の効果的な手法 NPO法人男女共同参画おおた理事長 坂田　静香
地域コミュニティの再生 法政大学教授 名和田　是彦
福祉のまちづくり ㈲ミカユニバーサルデザインオフィス取締役社長 長谷川　美香
地域活性化におけるマーケティングの考え方 立教大学教授 東　徹
人材育成・組織運営 一橋大学大学院教授 守島　基博
環境と共生の地域づくり 名古屋大学大学院准教授 高野　雅夫
地域活性化のための情報化戦略 慶応義塾大学准教授 飯盛　義徳
観光振興による地域の活性化 和歌山大学観光学部副学部長・教授 藤田　武弘
住民参加と協働 明治大学教授 牛山　久仁彦
ファシリテ―ション研修 ㈱石塚計画デザイン事務所代表取締役 石塚　雅明
中心市街地活性化 法政大学大学院教授 石神　隆
男女共同参画時代の地域づくり 立教大学教授 萩原　なつ子
イベントによるまちづくり フリー・プロデューサー 茶谷　幸治
農山漁村活性化実践報告 結城　登美雄
都市の読み取り方 東京大学先端科学技術研究センター所長・教授 西村　幸夫

現地調査 柏の葉アーバンデザインセンター長 出口　敦
農あるまちづくり実行委員会・環境コンビニステーション館長 中島　敏博

特別講義（公開講義） 前伊藤忠商事株式会社会長・前中華人民共和国駐箚特命全権大使 丹羽　宇一郎

平成26年度
講　義　名 講　　　師

地域をとりまく時代の潮流 東京大学名誉教授 大森　彌
地域は人なり 東京大学名誉教授 大森　彌
公共サービスの管理―量と質のコントロール 法政大学大学院公共政策研究科長・教授 武藤　博己
地域の再生と景観デザイン 早稲田大学創造理工学部長・教授 後藤　春彦
分権改革の推進と地域発自治創造 首都大学東京大学院教授 大杉　覚
対人社会サービス供給から考える地域づくり 日本大学教授 沼尾　波子
農山村地域の振興と担い手づくり 法政大学准教授 図司　直也
理事長講話 （一財）地域活性化センター前理事長 高橋　達雄
私の自治実践論 北海道東川町長 松岡　市郎
男女共同参画時代の地域づくり 立教大学教授 萩原　なつ子
プレゼンテーション研修 （一財）NHK放送研修センター日本語センター専門委員 加藤　昌男
地方財政の現状と課題 関西学院大学大学院教授 小西　砂千夫
観光振興による地域の活性化 和歌山大学観光学部副学部長・教授 藤田　武弘
コミュニティビジネス ㈱玄�代表取締役 政所　利子
広報の効果的な手法 NPO法人男女共同参画おおた理事長 坂田　静香
地域コミュニティの再生 法政大学教授 名和田　是彦
福祉のまちづくり ㈲ミカユニバーサルデザインオフィス取締役社長 長谷川　美香
地域活性化におけるマーケティングの考え方 立教大学教授 東　徹
環境と共生の地域づくり 名古屋大学大学院教授 高野　雅夫
中心市街地活性化 中小企業基盤整備機構地域経済振興部コンサルティング課長 長坂　泰之
地域活性化のための情報化戦略 慶應義塾大学教授 飯盛　義徳
人材育成・組織運営 （一財）地域活性化センター理事長 椎川　忍
住民参加と協働 明治大学教授 牛山　久仁彦
ファシリテーション研修 ㈱石塚計画デザイン事務所代表取締役 石塚　雅明
説得から納得の政策形成へ～図解思考のすすめ～ 多摩大学経営情報学部長・教授 久恒　啓一
移住・交流による地域活性化 早稲田大学教授 宮口　侗廸
イベントによるまちづくり フリー・プロデューサー 茶谷　幸治
都市の読み取り方 東京大学先端科学技術研究センター所長・教授 西村　幸夫
農山漁村活性化実践報告 結城　登美雄
分権時代の行政運営の方法 一橋大学副学長・教授 辻　琢也

現地調査 東いちはらエコミュージアム代表 仲井　克己
市原市市民活動支援課NPO・ボランティア支援室主事 田村　英之

特別講義（公開講義） 株式会社佐々木常夫マネージメント・リサーチ代表取締役 佐々木　常夫
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③ 全国地域リーダー養成塾　講義　

平成27年度
講　義　名 講　　　師

地域をとりまく時代の潮流 東京大学名誉教授 大森　彌
地域は人なり 東京大学名誉教授 大森　彌
公共サービスの管理―量と質のコントロール 法政大学大学院教授 武藤　博己
地域の再生と景観デザイン 早稲田大学大学院教授 後藤　春彦
地方分権時代の自治体政策形成 首都大学東京大学院教授 大杉　覚
対人社会サービスから考える地域づくり 日本大学教授 沼尾　波子
農山村地域の振興と担い手づくり 法政大学准教授 図司　直也
私の自治実践論 島根県海士町長 山内　道雄
分権時代の行政運営の方法 一橋大学副学長・教授 辻　琢也
観光による地域活性化 元観光庁長官 溝畑　宏
男女共同参画時代の地域づくり 立教大学教授 萩原　なつ子
プレゼンテーション研修 ㈱morisemi代表 森　吉弘
地方創生の課題 （一財）地域活性化センター理事長 椎川　忍
地方財政の現状と課題 関西学院大学大学院教授 小西　砂千夫
コミュニティビジネス ㈱玄�代表取締役 政所　利子
広報の効果的な手法 NPO法人男女共同参画おおた理事長 坂田　静香
地域コミュニティの再生 法政大学教授 名和田　是彦
福祉のまちづくり ㈲ミカユニバーサルデザインオフィス取締役社長 長谷川　美香
地域活性化におけるマーケティングの考え方 立教大学教授 東　徹
地域活性化のための情報化戦略 慶應義塾大学教授 飯盛　義徳
中心市街地の賑わいづくり 中小企業基盤整備機構震災復興支援部　復興支援課担当課長 長坂　泰之
都市の読み取り方 東京大学先端科学技術研究センター所長・教授 西村　幸夫
説得から納得の政策形成へ～図解思考のすすめ～ 多摩大学副学長・教授 久恒　啓一
住民参加と協働 明治大学教授 牛山　久仁彦
ファシリテーション研修 ㈱石塚計画デザイン事務所代表取締役 石塚　雅明
地方創生に向けた国の動向について 総務省地域自立応援課長 黒瀬　敏文
移住・交流による地域活性化 早稲田大学教授 宮口　侗廸
農山漁村活性化実践報告 結城　登美雄
都市農村交流が拓く農山村再生の可能性 和歌山大学観光学部学部長・教授 藤田　武弘
環境と共生の地域づくり 名古屋大学大学院教授 高野　雅夫
地域おこし協力隊実践報告 地域おこし協力隊員ほか

現地調査
合同会社コマンドA 佐々木　浩一
台東デザイナーズビレッジ村長 鈴木　淳
台東区文化産業観光部産業振興課 妹尾　侑香

特別講義（公開講義） ブックオフコーポレーション株式会社取締役相談役 橋本　真由美
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③ 全国地域リーダー養成塾の歴代塾長及び主任講師　

○ 平成13年度～18年度　
 （塾長）大森　　彌　　東京大学名誉教授�� �行政学、地方自治論
　　　　卯月　盛夫　　早稲田大学教授�� �住民参加のまちづくり、都市デザイン、都市計画
　　　　北沢　　猛　　東京大学大学院教授�� �都市デザイン、自治体政策　　
　　　　小田切徳美　　明治大学教授�� �農業政策論、農村地域活性化論
　　　　辻　　琢也　　一橋大学大学院教授�� �地方自治論、地域経営論
 平成15年度（主任講師４人から５人体制に変更）～18年度
　　　　宮口　侗廸　　早稲田大学教授�� �地理学、地域社会論
 平成18年度（北沢先生後任）～
　　　　内海　麻利　　駒澤大学助教授�� �都市計画、地域計画、地方自治

○ 平成19年度～24年度　
 （塾長）大森　　彌　　東京大学名誉教授�� �行政学、地方自治論
　　　　山下　　茂　　明治大学大学院教授�� �地方行財政
　　　　後藤　春彦　　早稲田大学教授�� �都市計画
　　　　小田切徳美　　明治大学教授�� �農村ガバナンス論、農業政策論
　　　　内海　麻利　　駒澤大学助教授�� �都市計画、地域計画、地方自治
　　　　大杉　　覚　　首都大学東京大学院教授�� �地方自治、地域経営
 平成21年度（内海先生後任）～
　　　　沼尾　波子　　日本大学教授�� �地方財政学
 平成23年度（小田切先生後任）～
　　　　図司　直也　　法政大学准教授�� �農山村政策論、地域資源管理論

○ 平成25年度～　
 （塾長）大森　　彌　　東京大学名誉教授�� �行政学、地方自治論
　　　　武藤　博己　　法政大学大学院教授�� �行政学、地方自治
　　　　後藤　春彦　　早稲田大学大学院教授�� �都市計画
　　　　大杉　　覚　　首都大学東京大学院教授�� �地方自治、地域経営
　　　　沼尾　波子　　日本大学教授�� �地方財政学
　　　　図司　直也　　法政大学准教授�� �農山村政策論、地域資源管理論

➡ 本編 P21
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資 料 編

④ 全国地域リーダー養成塾　修了者支援事業実績　
○全国地域リーダー養成塾修了者研修会

回数 年度 場　　所 開催日
内　　容

科目名 講　　師

第12回 17

アルカディア市ヶ谷 10/6 分科会 大森　　彌（東京大学名誉教授）
森　　巖夫（明海大学名誉教授）
宮口　侗廸（早稲田大学教授）
岡﨑　昌之（法政大学教授）
西村　幸夫（東京大学大学院教授）
卯月　盛夫（早稲田大学教授）
小田切徳美（東京大学大学院助教授）
辻　　琢也（一橋大学大学院教授）

10/7 特別講義 セーラ・マリ・カミングス（㈱桝一市村酒造場取締役）

第13回 18

虎ノ門パストラル 8/3 分科会 大森　　彌（東京大学名誉教授）
岡﨑　昌之（法政大学教授）
宮口　侗廸（早稲田大学教授）
西村　幸夫（東京大学大学院教授）
卯月　盛夫（早稲田大学教授）
小田切徳美（明治大学教授）
辻　　琢也（一橋大学大学院教授）
内海　麻利（駒澤大学助教授）

8/4 特別講義 長谷川　岳（YOSAKOIソーラン祭り組織委員会専務理事）

第14回 19

アルカディア市ヶ谷 10/4 分科会 大森　　彌（東京大学名誉教授）
宮口　侗廸（早稲田大学教授）
山下　　茂（明治大学大学院教授）
卯月　盛夫（早稲田大学教授）
後藤　春彦（早稲田大学教授）
小田切徳美（明治大学教授）
辻　　琢也（一橋大学大学院教授）
大杉　　覚（首都大学東京大学院教授）

10/5 特別講義 結城登美雄（民俗研究家）

第15回 20

虎ノ門パストラル 8/7 20周年記念シンポ 立松　和平（作家）

8/8 分科会 大森　　彌（東京大学名誉教授）
岡﨑　昌之（法政大学教授）
山下　　茂（明治大学大学院教授）
後藤　春彦（早稲田大学教授）
小田切徳美（明治大学教授）
辻　　琢也（一橋大学大学院教授）
内海　麻利（駒澤大学准教授）
大杉　　覚（首都大学東京大学院教授）

第16回 21

アルカディア市ヶ谷
OB66名+21期39名

8/6 分科会 大森　　彌（東京大学名誉教授）
宮口　侗廸（早稲田大学教授）
山下　　茂（明治大学大学院教授）
後藤　春彦（早稲田大学教授）
小田切徳美（明治大学教授）
辻　　琢也（一橋大学大学院教授）
大杉　　覚（首都大学東京大学院教授）
沼尾　波子（日本大学教授）

8/7 特別講義 原　　知之（NPO法人川越蔵の会代表理事）

第17回 22

アルカディア市ヶ谷
OB84名+22期39名

10/7 分科会 大森　　彌（東京大学名誉教授）
宮口　侗廸（早稲田大学教授）
山下　　茂（明治大学大学院教授）
西村　幸夫（東京大学教授）
後藤　春彦（早稲田大学教授）
辻　　琢也（一橋大学大学院教授）
大杉　　覚（首都大学東京大学院教授）
沼尾　波子（日本大学教授）

10/8 特別講義 山根　多恵（温泉津温泉旅館「吉田屋」女将）

➡ 本編 P22
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回数 年度 場　　所 開催日
内　　容

科目名 講　　師

第18回 23

アルカディア市ヶ谷
OB77名+23期40名

8/4 分科会 大森　　彌（東京大学名誉教授）
岡﨑　昌之（法政大学教授）
宮口　侗廸（早稲田大学教授）
山下　　茂（明治大学大学院教授）
後藤　春彦（早稲田大学教授）
大杉　　覚（首都大学東京大学院教授）
沼尾　波子（日本大学教授）
図司　直也（法政大学准教授）

8/5 特別講義 竹本　慶三（させぼ四ヶ町商店街協同組合　理事長）

第19回 24

アルカディア市ヶ谷
OB57名+24期40名
（特別講義はOB58人）

10/4 分科会 大森　　彌（東京大学名誉教授）
山下　　茂（明治大学大学院教授）
卯月　盛夫（早稲田大学教授）
後藤　春彦（早稲田大学教授）
内海　麻利（駒澤大学教授）
大杉　　覚（首都大学東京大学院教授）
沼尾　波子（日本大学教授）
図司　直也（法政大学准教授）

10/5 特別講義 梅原　　真（梅原デザイン事務所代表／グラフィックデザイナー）

第20回 25

アルカディア市ヶ谷
OB73名+25期37名
（特別講義はOB66人）

8/29 分科会 大森　　彌（東京大学名誉教授）
山下　　茂（明治大学大学院教授）
武藤　博己（法政大学大学院教授）
後藤　春彦（早稲田大学教授）
小田切徳美（明治大学教授）
大杉　　覚（首都大学東京大学院教授）
沼尾　波子（日本大学教授）
図司　直也（法政大学准教授）

8/30 特別講義 東川隆太郎（�NPO法人まちづくり地域フォーラム・かごしま探検
の会代表理事）

第21回 26

アルカディア市ヶ谷
OB77名+26期43名
（特別講義はOB78名）

8/28 分科会 大森　　彌（東京大学名誉教授）
岡﨑　昌之（法政大学教授）
武藤　博己（法政大学大学院教授）
西村　幸夫（東京大学大学院教授）
後藤　春彦（早稲田大学教授）
大杉　　覚（首都大学東京大学院教授）
沼尾　波子（日本大学教授）
図司　直也（法政大学准教授）

8/29 特別講義 山口　成美（有限会社シュシュ代表取締役社長）

第22回 27

アルカディア市ヶ谷 8/27 分科会 大森　　彌（東京大学名誉教授）
宮口　侗廸（早稲田大学教授）
武藤　博己（法政大学大学院教授）
卯月　盛夫（早稲田大学教授）
後藤　春彦（早稲田大学大学院教授）
大杉　　覚（首都大学東京大学院教授）�
沼尾　波子（日本大学教授）
図司　直也（法政大学准教授）

8/28 特別講義 牧　　大介（株式会社西粟倉・森の学校　代表取締役）
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④ 全国地域リーダー養成塾　修了者ブロック別情報交換会　

年度
北海道・東北ブロック

開催地 日　時 主任講師等
参加者数

17 宮城県仙台市 11/26～27 卯月　盛夫（早稲田大学教授）� 15名参加
18 福島県西郷村 10/21～22 宮口　侗廸（早稲田大学教授）� 7名参加
19 山形県金山町 12/15～16 小田切徳美（明治大学教授）� 19名参加
20 岩手県住田町 9/20～21 大森　　彌（東京大学名誉教授）� 19名参加
21 秋田県北秋田市 9/19～20 岡﨑　昌之（法政大学教授）� 30（11）名参加
22 青森県三沢市 11/6～7 大杉　　覚（首都大学東京教授）� 16（12）名参加
23 宮城県南三陸町 3/10～11 大杉　　覚（首都大学東京教授）� 47（18）名参加
24 福島県白河市 3/16～17 大森　　彌（東京大学名誉教授）� 33（7）名参加
25 岩手県宮古市 11/2～3 大森　　彌（東京大学名誉教授）� 50（16）名参加
26 北海道美幌町 10/17～18 大森　　彌（東京大学名誉教授）� 59（26）名参加
27 青森県十和田市 6/19 小田切徳美（明治大学教授）� 53名参加

年度
関東・中部ブロック

開催地 日　時 主任講師等
参加者数

17 千葉県木更津市 12/10～11 卯月　盛夫（早稲田大学教授）� 11名参加
18 長野県安曇野市 9/30 西村　幸夫（東京大学大学院教授）� 8名参加
19 山梨県南アルプス市 11/10～11 吉岡　慎一（西南学院大学　教授）� 4名参加
20 埼玉県騎西町 2/28～3/1 牛山久仁彦（明治大学教授）� 22名参加
21 長野県小海町 11/17～18 畦地　履正（㈱四万十ドラマ代表取締役社長）� 38（11）名参加
22 埼玉県和光市 11/27 岡﨑　昌之（法政大学教授）� 7（5）名参加
23 埼玉県加須市 1/28～29 大杉　　覚（首都大学東京教授）� 86（36）名参加
24 千葉県四街道市 1/17 卯月　盛夫（早稲田大学教授）� 23（7）名参加
25 千葉県南房総市 2/15 ※大雪のため開催中止　大森　　彌（東京大学名誉教授）
26 神奈川県平塚市 9/20 大森　　彌（東京大学名誉教授）� 86（6）名参加
27 千葉県酒々井町 10/3 沼尾　波子（日本大学教授）�

年度
東海・北陸・近畿ブロック

開催地 日　時 主任講師等
参加者数

17 滋賀県甲良町 7/22～23 小田切徳美（明治大学教授）� 22名参加
18 石川県金沢市 7/29～30 宮口　侗廸（早稲田大学教授）� 11名参加
19 富山県小矢部市 9/15～16 宮口　侗廸（早稲田大学教授）� 13名参加
20 愛知県豊田市 3/20～21 小澤　庄一（元　足助観光協会　会長）� 3名参加
21 岐阜県高山市 9/19～20 大森　　彌（東京大学名誉教授）� 31（25）名参加
22 富山県富山市 5/15～16 大森　　彌（東京大学名誉教授）・宮口　侗廸（早稲田大学教授）� 16（8）名参加
23 愛知県高浜市 11/12～13 大森　　彌（東京大学名誉教授）� 56（11）名参加
24 富山県富山市 3/9～10 大森　　彌（東京大学名誉教授）� 25（4）名参加
25 岐阜県大垣市 2/1～2 大森　　彌（東京大学名誉教授）� 38（18）名参加
26 岐阜県白川町 12/6～7 大森　　彌（東京大学名誉教授）� 41（32）名参加
27 富山県富山市 未定 未定�

年度
中国・四国ブロック

開催地 日　時 主任講師等
参加者数

17 広島県呉市 12/3～4 北沢　　猛（東京大学大学院教授）� 10名参加
18 鳥取県智頭町 10/21 北沢　　猛（東京大学大学院教授）� 10名参加
19 岡山県倉敷市 8/4～5 大森　　彌（東京大学名誉教授）� 11名参加
20 高知県四万十市 7/26～27 小田切徳美（明治大学教授）� 5名参加
21 岡山県真庭市 3/6～7 小田切徳美（明治大学教授）� 50（15）名参加
22 岡山県倉敷市 3/20～21 大森　　彌（東京大学名誉教授）� 40（12）名参加
23 山口県宇部市 3/10～11 図司　直也（法政大学准教授）� 46（6）名参加
24 愛媛県伊予市 2/23～24 小田切徳美（明治大学教授）� 80（13）名参加
25 岡山県高梁市 3/8 宮口　侗廸（早稲田大学教授）� 53（13）名参加
26 鳥取県日野町 11/29～30 大森　　彌（東京大学名誉教授）� 47（3）名参加
27 鳥取県米子市 11/30～12/1 図司　直也（法政大学准教授）�

➡ 本編 P22

27-108272_30年のあゆみ.indb   101 2015/09/15   10:43:11



102

年度
九州ブロック

開催地 日　時 主任講師等
参加者数

17 佐賀県西有田町 1/21～22 小田切徳美（明治大学教授）� 7名参加
18 鹿児島県菱刈町 9/9～10 辻　　琢也（一橋大学教授）� 14名参加
19 宮崎県南郷町 1/12～13 小田切徳美（明治大学教授）� 14名参加
20 福岡県宮若市 11/8～9 大森　　彌（東京大学名誉教授）� 12名参加
21 大分県臼杵市 11/14～15 大森　　彌（東京大学名誉教授）� 80（20）名参加
22 長崎県雲仙市 3/19～20 大森　　彌（東京大学名誉教授）� 11（6）名参加
23 宮崎県小林市 1/21～22 宮口　侗廸（早稲田大学教授）� 39（6）名参加
24 鹿児島県錦江町 11/17～18 辻　　琢也（一橋大学教授）� 25（9）名参加
25 鹿児島県南九州市 12/7 図司　直也（法政大学准教授）� 30（7）名参加
26 宮崎県日南市 12/13 大森　　彌（東京大学名誉教授）� 72（5）名参加
27 熊本県天草市 1/22 西村　幸夫（東京大学大学院教授）�

※�平成17年度から平成20年度までの参加者数は、修了生のみ。平成21年度以降は、一般参加者を含めたものであり（　 ）書きで修了生を内書きとする。
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⑤ 地方創生実践塾（旧地域再生実践塾）実績　
平成17年度

No. 開催地 テーマ 開催期間

1 岩手県遠野市 グリーンツーリズム
～矜持復権によるまちづくり～ 8/9～8/11

2 佐賀県伊万里市 コミュニティビジネス
～資源循環によるまちづくり～ 8/31～9/2

3 埼玉県入間市 公共施設跡地の利活用
～民藝創造によるまちづくり～ 10/3～10/5

4 長野県長野市 地域に残された都市資源の利活用
～求心回帰によるまちづくり～ 11/9～11/11

5 愛媛県内子町 伝統的建造物保存
～観光立町によるまちづくり～ 11/30～12/2

平成18年度
No. 開催地 テーマ 開催期間

1 神奈川県逗子市 コミュニティビジネス 8/23～8/25

2 北海道伊達市 移住でまちおこし 9/4～9/6

3 大分県豊後高田市 中心市街地活性化 9/27～9/29

4 福井県小浜市 “食”によるまちづくり 10/19～10/21

5 広島県東広島市 大学と地域の連携 11/8～11/11

平成19年度
No. 開催地 テーマ 開催期間

1 東京都三鷹市 新しい住民自治の実践と展望 8/20～8/22

2 大阪府東大阪市 モノづくりにみる地域活性化 8/29～8/31

3 山口県下関市 映像文化によるまちづくり 9/4～9/6

4 長崎県長崎市 世界に向けた観光戦略 9/10～9/12

5 群馬県草津町･高崎市 ブランドイメージと地域の活性化 11/13～11/15

平成20年度
No. 開催地 テーマ 開催期間

1 香川県高松市 にぎわい・回遊性のある中心市街地 6/25～6/27

2 静岡県富士市 起業支援が導く地域再生 7/14～7/16

3 神奈川県横須賀市 協働がもたらす地域の創造 8/20～8/22

4 宮城県気仙沼市 多様な地域資源の組み合わせによる観光振興 9/4～9/6

5 福岡県久留米市 まちの ｢風景｣ ｢食｣ ｢物語｣ がつくる地域ブランド 11/19～11/21

平成21年度
No. 開催地 テーマ 開催期間

1 兵庫県神戸市 協働による地域再生 7/1～7/3

2 青森県青森市 街に活気を取り戻す仕組みづくり 7/28～7/30

3 長野県小布施町 景観によるまちづくり 9/14～9/16

4 宮城県大崎市 ツーリズムによるまちづくり 9/28～9/30

5 佐賀県有田町 伝統産業の再生 11/25～11/27

➡ 本編 P22
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平成22年度
No. 開催地 テーマ 開催期間

1 北海道札幌市 まちづくりにおける協働の役割 7/12～7/14

2 新潟県燕三条地域
（三条市、燕市） 地場産業の再生と地域活性化 9/6～9/8

3 香川県小豆島町 文化・芸術によるまちづくり 9/28～9/30

4 和歌山県田辺市 都市農村交流を通した地域づくり 10/27～10/29

5 熊本県熊本市 まちなかに人を呼び込む仕掛けと仕組み 11/17～11/19

平成23年度
No. 開催地 テーマ 開催期間

1 富山県富山市 コンパクトシティにみるまちづくり 6/29～7/1

2 滋賀県高島市 環境との共生によるまちづくり 9/14～9/16

3 埼玉県草加市 ものづくりでまちづくり
～ものづくりを大切にする、居住と生産が共存する産業のまちを目指して～ 10/5～10/7

4 沖縄県那覇市 コミュニティ主体によるまちづくり
～“ゆいま～る”に学ぶ～ 10/26～10/28

5 愛媛県松山市 地域資源を活かした観光まちづくり 11/16～11/18

平成24年度
No. 開催地 テーマ 開催期間

1 鹿児島県鹿児島市 中心商店街活性化への取組 7/4～7/6

2 愛知県豊田市 “共働”によるまちづくり 9/5～9/7

3 山形県鶴岡市 食と農
～在来作物の存在と意義を見つめ直す～ 10/24～10/26

4 岡山県備前市 エネルギー供給源の多様化による地域振興 10/31～11/2

5 東京都墨田区 ものづくりと観光の融合による地域活性化 11/12～11/14

平成25年度
No. 開催地 テーマ 開催期間

1 兵庫県豊岡市 生物多様性保全と地域再生
～環境と経済が共鳴するまち～ 6/26～6/28

2 北海道小樽市 地域で育てる観光まちづくり人材 7/16～7/18

3 広島県尾道市 海からはじまる歴史的空間の再生と実践 9/18～9/20

4 新潟県長岡市 米百俵に学ぶ長岡の市民協働 10/2～10/4

5 大分県別府市 多様な地域資源を組み合わせたまちづくり 10/23～10/25

6 東京都品川区 地域ブランドと商店街の活性化 11/21～11/22

平成26年度
No. 開催地 テーマ 開催期間

1 東京都八王子市 地域コミュニティの再生
～中心市街地と郊外住宅地からコミュニティ再生術を学ぶ～ 7/3～4

2 高知県四万十町 地域ブランドを活かした商品開発
～いなかビジネス教えちゃる～ 7/23～25

3 埼玉県川越市 中心市街地の活性化とまちづくり 8/27～29

4 佐賀県佐賀市 地域の資源化プロセスとまちなか再生 9/25～27

5 福島県下郷町 草屋根保存と地域活性～未来は過去の中～ 10/15～17

6 静岡県熱海市 人口減少時代を見据えて、2020年型の観光振興・観光地域づくり 11/19～21

27-108272_30年のあゆみ.indb   104 2015/09/15   10:43:11



105

資 料 編

⑤ 地方創生実践塾（旧地域再生実践塾）実績　

平成27年度
No. 開催地 テーマ 開催期間

1 宮崎県綾町 ユネスコエコパークを活かした持続可能なまちづくり 6/24～26

2 東京都荒川区 荒川区民総幸福度（GAH）の取組み　～「指標化」と「地域力」～ 7/23～24

3 北海道帯広市 食と農林漁業からのイノベーション
～フードバレーとかちで取り組む持続可能なまちづくり～ 8/26～28

4 徳島県神山町 移住者に選ばれる地域になるためには? 9/16～18

5 岡山県真庭市 藻谷浩介氏と歩く里山資本主義の現場＠真庭 9/19～20

6 福島県郡山市 地域に飛び出す公務員と地域おこし協力隊・支援員の集い 10/3～4

7 岐阜県美濃市 木育から「子どもを真ん中」においたまちづくりへ 10/21～23

8 山口県光市 コミュニティ・スクールの推進による地方創生 11/11～13

9 山梨県北杜市 限界集落のおこしかた　～企業との連携による農山村地域活性化の手法を学ぶ～ 11/25～27

10 愛媛県西予市 人口減少時代の地域経営 12/12～13
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⑥ 地方成功人材のマッチングによる土日集中セミナー開催実績　

年度 日　程 開催地 テーマ 講　師

26

6/7～8 東京 木村俊昭氏・大坪檀氏・上田博和氏に学ぶ地域活
性化成功例

木村　俊昭（東京農業大学教授・コミュニティ
プロデューサー）　ほか

8/2～3 東京 やねだん東京塾～夏の陣 豊重　哲郎（やねだん故郷創世塾塾長）　ほか

9/6～7 東京 コラボグランプリ（６次産業化）の羽根拓也氏と
高知市又は下関市の成功事例

羽根　拓也（株式会社アクティブラーニング代
表）　ほか

10/4～5 東京 地域に飛び出そう！�地域でつながり化学反応を起
こそう！

木村　俊昭（東京農業大学教授・コミュニティ
プロデューサー）　ほか

11/22～23 東京 魅力化による高校の生き残りと地域活性化 斉藤　俊幸（ふるさと財団地域再生マネージャー）　
ほか

1/24～25 東京 里山資本主義の今とこれから 藻谷　浩介（日本総合研究所�主席研究員）
ほか

2/7～8 東京
やねだん東京塾　冬の陣
～やねだんの幸せの秘密・故郷創世塾が生み出した
人財～

豊重　哲郎（やねだん代表、柳谷自治公民館長、
やねだん故郷創世塾塾長）　ほか

2/21～22 東京 農村と企業のコラボによる農村活性化
～農村はビジネスチャンスの宝庫～

曽根原　久司（NPO法人えがおつなげて代表
理事）　ほか

27

4/25～26 東京 ふれあい囲碁とおもちゃ美術館の木育の取組み 安田　泰敏（囲碁９段）　ほか

5/23～24 東京 日本酒の海外輸出と酒蔵ツーリズム 平出　淑恵（㈱コーポ・サチ�代表取締役）　
ほか

6/13～14 東京 ギネスによる地域活性化 小川　エリカ（ギネスワールドレコーズジャ
パン日本支社�代表取締役）　ほか

7/11～12 東京 魅力化による高校の生き残りと地域活性化 斉藤　俊幸（ふるさと財団地域再生マネージャー）　
ほか

8/1～2 東京 東近江の持続可能な地域社会への挑戦 野々村　光子（働き・暮らし応援センター）　
ほか

➡ 本編 P23
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⑦ プロばな開催実績　＊平成19年度は、「東京在住地方自治体職員研修交流事業」として実施　

年度 開催日 テーマ 講　師

19

8/3 マスコミにとりあげられる情報発信
スター出版㈱メトロミニッツ編集長　小林　淳一
㈱博報堂ケトル　クリエイティブディレクター　嶋　浩一郎
㈱ブルーマーク　アートディレクター　菊地　敦己

11/2 ヤフーのトップページに取り上げられるには ヤフー㈱サービス統括部　後藤　雅美

3/12 地方産品を首都圏で流通させる ㈲良品工房代表取締役　白田　典子

20

7/8 市民ニーズのマーケティング NPO法人アースデイマネー・アソシエーション代表理事　
嵯峨　生馬

12/12 I�am�the�world.～本当に答えはひとつなのか？
あなたのまわりの「常識・定説」を見直してみよう！～ ㈲ASOBOT代表取締役　伊藤　剛

1/23 銀座のまちでミツバチを活用した地産地消 NPO法人銀座ミツバチプロジェクト理事長　高安　和夫

21

7/8 ニーズに耳を傾ける　
～社会実業家「山本繁氏」によるニート支援～ NPOコトバノアトリエ代表理事　山本　繁

10/29 儲かる農業　～農家のせがれが、農業を変える～ 特定非営利活動法人農家のこせがれネットワーク
代表理事CEO　宮治　勇輔

2/16 新たなまちづくり手法　
～屋外広告が地域に『活気』と『資金』を創り出す！～ ㈱ジャパンエリアマネジメント代表取締役　西本　千尋

22

7/5 社会起業家と地域再生 特定非営利法人ETIC.事業統括ディレクター　山内　幸治

10/4 稼げる自治体をつくる NPO法人地域産業おこしに燃える人の会理事長
財団法人まちみらい千代田専門調査員　関　幸子

2/8 地方の生きる道 地域政策プランニング代表　福田　志乃

23

7/13 新しい形のNPO支援策による地域再生 （一財）ジャスト・ギビング・ジャパン代表理事　
佐藤　大吾

10/12 地域ブランド戦略と地域活性化 ㈱ブランド総合研究所代表取締役社長　田中　章雄

12/14 墨田区観光協会の挑戦　
～東京スカイツリー開業を契機に動き出したまちおこし～ （一社）墨田区観光協会理事　久米　信行

2/22 人口減少時代の地域づくり ㈱日本総合研究所調査部主席研究員　藻谷　浩介

24

6/26 選ばれ続ける地域とは JTIC.SWISS代表　山田　桂一郎

9/25 地域住民を本気にさせないシティプロモーションに
価値はない

ビズデザイン㈱代表取締役
明治大学商学部特任准教授　木村　乃

12/13 地域資源を生かした加工特産品づくりのポイント ㈱キースタッフ代表取締役　鳥巣　研二

2/25 産業おこし－企業との連携　
～企業誘致は人材育成がポイント～ 島根県商工労働部企業立地課参与　福間　敏

25

6/18 地域で取り組む外国人観光客のおもてなし 澤の屋旅館館主　澤　功

10/7 幸福な広告のつくり方　
～地域を元気にするCMは可能か？～

CMディレクター
東北芸術工科大学教授　今村　直樹

1/24 海外展開や連携を通じた地域の活性化　
～ジェトロの支援について～ 日本貿易振興機構　理事　浜野　京

2/26 農業はチャンスだらけの成長産業　
～農業×○○、○○に何を入れますか？～ ㈱エムスクエア・ラボ代表取締役　加藤　百合子

26

7/2 有機農業で世界を変える　（有機農業や環境問題に
取り組んできた大地を守る会39年の歴史） ㈱大地を守る会代表取締役社長　藤田　和芳

9/30 ローカルからの日本再生シナリオ （一社）場所文化フォーラム名誉理事　吉澤　保幸

1/26 可能性の無視は最大の悪策－過疎集落からの脱却－ 羽咋市教育委員会文化財室長　高野　誠鮮

27 7/2 niconicoを活用した若者との交流
～新たな情報発信手法を学ぶ～

㈱ドワンゴ　広報部長
㈱ニワンゴ　代表取締役社員　杉本　誠司

➡ 本編 P23
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⑧ 活性化サロン開催実績　

年度 開催日 テーマ 講　師

17

5/30 地域における中小企業の経営と競争力について 伊藤忠商事㈱　
開発戦略室長　横山　秀樹

6/29 我が国の国際観光をめぐる状況
（通訳案内士の拡大について）

㈳日本旅行業協会
業務部第２グループ　青木　志郎

7/21 コミュニティビジネスの現状と支援のポイントについて コミュニティ・ビジネス・ネットワーク
事務局長　鵜飼　修

9/28 健康づくり運動と地域活性化 ㈱電通パブリックリレーションズ
ヘルスケアコミュニケーション部長　木村　哲朗

10/20 まちづくりに活かすカラーコーディネート ディックカラー＆デザイン㈱
森田　良子

11/24 NPOと行政との協働によるまちづくり （特非）地域交流センター
代表理事　田中　栄治

1/26 自治体における産業振興について ㈱産業立地研究所
所長　真野　博司

2/20 コンビニと地域経済 伊藤忠商事㈱食料カンパニーCVS事業推進部
開発担当部長　鈴木　孝幸

3/13 平成17年度地域づくり海外調査研究事業結果報告 事業参加職員

18

5/24 構造改革特区と地域再生計画 内閣官房�構造改革特区推進室・地域再生推進室
小川　登美夫　

6/22 商標法改正に伴う地域ブランド制度の活用 ㈱ブランド総合研究所
代表取締役　田中　章雄

7/26 地域活性化のための情報戦略 ㈱クリップ
代表取締役　島田　昭彦

9/12 著作権について ㈱電通
法務室法務第２部長　柿沼　勝則

10/19 地域密着型スポーツ経営 ㈱ニッポンスポーツマネジメント代表取締役、
帝京大学教授　大坪　正則

12/4 PFIの基本的メカニズム 日本PFI協会
理事長　植田　和男　　　　　　　　　

1/25 地域（農山漁村）間連携につながるヴァーチャルな友達
づくりの手法

A-girl
代表取締役社長　伊藤　淳子　　　　�����　　　　　

3/13 平成18年度地域づくり海外調査研究事業結果報告 事業参加職員

19

6/5 地域産品の海外向け販売促進への取り組み 日本貿易振興機構（JETRO）　
企画部事業推進室北東アジア担当　宇佐美　喜昭

6/27 ワークライフバランス 株式会社ワーク・ライフバランス
代表取締役　小室　淑恵

7/18 グリーンツーリズムの展開による地域活性化　
～「体験」から「体感」へ、「観光」から「歓交」へ～

東洋大学　社会学部教授
青木　辰司

9/25 民間シンクタンクから見た
「骨太の改革」と地方財政

株式会社大和総研経営戦略研究所
星野　菜穂子

10/31 中国の現状について 総務省　総合通信基盤局　国際部
国際協力課　課長補佐　大森　一顕

11/5 道州制について 東京大学�法学政治学科研究科教授
小早川　光夫

12/10 地域活性化における観光について ちばぎん総合研究所取締役社長
額賀　信

2/25 中心市街地活性化について 中央大学大学院
公共政策研究科教授　細野　助博

3/27 平成19年度地域づくり海外調査研究事業結果報告 事業参加職員

20

5/23 行列のできる講座のつくり方 NPO法人男女.共同参画おおた
理事　牟田　静香

6/23 地域コンシェルジュの果たす役割とその効用について 地域コンシェルジュ　山本　あずみ

7/23 スローフード協会と食の問題について 元スローフード協会国際本部�日本担当
スローフード・ジャパン国際部長　石田　雅芳

8/8 食による地域おこしのノウハウ教えます 食環境ジャーナリスト　金丸　弘美

8/25 コミュニティ再生と�ソーシャル・キャピタル 株式会社三井物産戦略研究所
国際情報部海外情報室　研究員　新谷　大輔

9/25 滞在型観光による地域活性化 株式会社�JTB�常務取締役
観光立国推進・地域活性化担当　清水　愼一

11/28 スポーツを通じた地域貢献と価値向上
～大分トリニータ運営による地域振興と課題～

株式会社大分フットボールクラブ
代表取締役　溝畑　宏

➡ 本編 P23
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⑧ 活性化サロン開催実績　

年度 開催日 テーマ 講　師

20
12/11 個人情報の取扱ポイント

～ビジネスの現場で必要なこと～
財団法人地域総合整備財団（ふるさと財団）
常務理事　小川　登美夫

1/22 官民連携によるWIN－WINの地域活性化
～自治体との協働による開発販売戦略～

伊藤忠商事㈱�
調査情報部�チーフビジネスアナリスト　鈴木　孝幸

21

5/28 地域活性化の現状とこれから 株式会社　船井総合研究所　地域創造・活性化チーム
杤尾　圭亮

6/23 NPM理論と地域再生戦略 ㈶地域活性化センター事務局長
福山　嗣朗

7/17 地域づくりの人財 山梨県立大学教授
市原　実

8/18 ５感で感じる地域の魅力 三井不動産　S&E総合研究所
瀧山　幸伸

10/21 経営的アプローチで攻める中心市街地活性化 株式会社商店街ネットワーク�
代表取締役　木下　斉

11/10 地域主導の観光推進と行政の役割 NPO法人グローバルキャンパス　
理事長　大社　充

12/15 地方行財政の現状とこれから 関西学院大学教授
神野　直彦

2/2 フライブルクの環境政策 環境ジャーナリスト
村上　敦

22

5/26 個人情報保護法について 財団法人地域総合整備財団（ふるさと財団）
常務理事　小川　登美夫

6/14 マイクロソフトによる地域活性化の取組み マイクロソフト株式会社　企業市民活動推進本部
マネージャー�松原　朋子　他

7/8 公私の連携で進める低炭素型社会の発展
～スイスでの事例から～

NPO法人MYCLIMATE（スイス・チューリッヒ）
代表　レネ・エスターマン

8/9 まちづくりにおけるディベロッパーの哲学 三菱地所株式会社
美術館室長　恵良　隆二

8/25 真の地域再生とは何か
～夕張市での経験と奮闘から～

内閣府地域主権戦略室
鈴木　直道

10/5 本気系インターンシップによる若者力を活用した地域づ
くり

NPO法人G-Net
代表理事　秋元　祥治

10/25 よそ者・若者・馬鹿者による地域活性化の取組み事例 ㈱地域活性プランニング
代表取締役　藤崎　慎一

1/26 ケースから学ぶ「地域を動かす技術！」 久米繊維工業㈱
代表取締役社長　久米　信行

2/15 持続可能な地域社会の実現について 場所文化フォーラム
代表幹事　吉澤　保幸

23

5/30 個人情報保護法について 財団法人　地域総合整備財団（ふるさと財団）
常務理事　小川　登美夫

6/14 地方行財政の課題と展望 東京大学　名誉教授／地方財政審議会　会長
神野　直彦

8/25 自然と共生できる社会づくり 株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所　所長　
赤池　学

11/4 「災害からの復興を考える」
～東日本大震災と中越大震災の事例から～

社団法人　中越防災安全推進機構　
復興デザインセンター長　稲垣　文彦

12/6 農商工連携による地域活性化 特定非営利法人　農商工連携サポートセンター　
代表理事　大塚　洋一郎

2/8 日本がもったいない！ 株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ�
代表取締役副社長　軽部　政治　

3/9 コミュニティデザインによる地域活性化 株式会社studio-L　代表取締役
山崎　亮

3/15 地方税財政の基礎知識 財団法人　地域活性化センター　事務局長
滝本　純生

24

4/26 私企業における個人情報保護について 消費者庁　消費者制度課　課長補佐
辻畑　泰喬

5/15 自治体クラウド 富士通株式会社　行政第二ソリューション事業本部
ソリューション推進部　担当部長　八木橋　亮雄

7/17 朽ちるインフラ 東洋大学大学院経済学研究科　教授
根本　祐二

8/31 地方行財政の課題と展望 東京大学　名誉教授／地方財政審議会　会長
神野　直彦
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年度 開催日 テーマ 講　師

24

10/29 日本の観光の現状と課題 内閣官房参与（前観光庁長官）
溝畑　宏

11/19 地産地消型の自然エネルギーによる自治再生について NPO法人　地域再生機構　副理事長
平野　彰秀

2/1 幸せに暮らす集落 鹿児島国際大学　准教授　
ジェフリー　アイリッシュ

2/12 市民討議会の『意味』と『意義』について NPO法人市民討議会推進ネットワーク理事・事務局長　　
小針　憲一

25

5/31 個人情報保護法について 消費者庁消費者制度課（個人情報保護推進室併任）課長補佐
弁護士　　辻畑　泰喬

7/30 単身急増社会の衝撃 みずほ情報総研　社会保障藤森クラスター主席研究員　
藤森　克彦

9/5 観光による交流を活かした元気なまちづくり 立教大学観光学部兼任講師、株式会社JTB�総合研究所顧問、観
光地域づくりプラットフォーム推進機構会長　清水　愼一

9/24 地域活性化施策について～経済産業省地域経済産業グルー
プにおける当面の取組～

経済産業省地域経済産業グループ　
地域経済産業政策課長　塩田　康一

10/8 社会保障・税番号制度について 内閣官房社会保障改革担当室　参事官補佐　磯村　建

11/19 NTT武蔵野研究開発センタ（三鷹市）視察 NTTアドバンステクノロジ㈱アプリケーションソリューション
事業部　ビジネスユニット長　中村　伊智三

11/29 SNSを活用した自治体プロモーション 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科准教授、環境情報
学部准教授、政策・メディア研究科委員�　森川　富昭

12/10

『ヒト、モノ、コト、地域ブランディング・イノベーショ
ンの仕掛け方』
～伝統は革新の連続、サントリー伊右衛門サロンなど�
　コラボレーション事例に見る成功の要因とは～

株式会社クリップ代表取締役　
島田　昭彦

1/17 TPPと農業再生
（独）経済産業研究所上席研究員（非常勤）
日本大学大学院グローバル・ビジネス研究科講師��
山下　一仁

2/18 農林水産省の農村振興策の概要及び地域活性化の先進事
例

農林水産省農村振興局設計課　調査官　日置　秀彦
農林水産省関東農政局西関東土地改良調査管理事務所　
所長　丸田　雅博

3/3 地域活性化センター職員に向けて 一般財団法人地域活性化センター常務理事　椎川　忍

26

4/22 働く誇り　－限りなくあなたと共に新幹線劇場－ ㈱JR東日本テクノハートTESSEI
おもてなし創造部顧問　矢部　輝夫

7/14 障がい者のノーマライゼーション　
～むそうの実践から～

社会福祉法人むそう・NPO法人ふわり　
理事長　戸枝　陽基

9/3 地域力は元気力！地域の元気のつくり方 愛媛県伊予市双海町　地域おこし協力隊
冨田　敏

12/10 NPOによる協働のまちづくり NPO法人　NPOフュージョン長池　
理事長　富永　一夫

3/9 地方創生～人口減少に立ち向かう～ 東京大学名誉教授　大森　彌
3/10 「地域づくり」と「働き方」の新しいカタチ～ 東近江市総務部まちづくり協働課　主幹　山口　美知子

27

4/2 都市と地方をかき混ぜる 東北食べる通信　編集長　高橋　博之
4/16 21歳男子、過疎の山村に住むことにしました 元地域おこし協力隊　水柿　大地
5/11 不都合な真実を前提に施策を創る 地域再生プランナー　久繁　哲之介

6/16 映画「ふるさとがえり」上映会 株式会社Fire�Works　映画監督　林　弘樹
プロデューサー　武藤　直樹
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⑨ 地方創生フォーラム（地方版）（旧地域活性化フォーラム）開催実績　

年度 テーマ 開催日 開催地

17
地域再生のすすめ 4/11 東京都

新しい公共空間の形成によるまちづくり
～地域社会における行政と市民の役割を考える～ 10/25 広島県広島市

18 団塊の世代が地域を変える
～ゴールデンエイジによる地域活性化～ 7/14 宮城県仙台市

19 新しいふるさとづくり
～移住・交流の目指すもの～ 8/29 静岡県静岡市

20 「おもてなし」が地域の未来を切り拓く
～地域の魅力を高める感動のまちづくり～ 10/9 宮崎県宮崎市

21 地域の特性を活かした魅力あるまちをめざして
～市町村合併後で明日のまちづくりを考える～ 10/26 滋賀県長浜市

22 アートでつくる地域の未来
～文化芸術が地域をひらく～ 10/1 愛知県名古屋市

23 大震災からの地域再生
～ふるさとは負けない～ 10/28 岩手県花巻市

24 文化資源がまちを活性化する
～ふるさとの魅力、再発見～ 11/14 千葉県千葉市

25 企業との協働による地域活性化
～ふるさと三重の活力アップ～ 11/26 三重県津市

26 地域資源の活用
～地域の資源がまちを再生する～ 10/3 兵庫県淡路市

27
地方創生のカギ～地域が真に再生するためには～ 7/10 福島県会津若松市

「教育×移住」～島根から始まる新たな地方創生～ 10/16 島根県松江市

⑩ 地方創生フォーラム（東京版）（旧地域再生実践フォーラム）開催実績　

年度 開催日 テーマ 基調講演講師

17 3/7 地域づくりは人づくり
―ソーシャルキャピタルの考え方の実践― 慶応義塾大学大学院　教授� 金子　郁容

18 3/5 地域を再生させる“現場力”
―市民・企業・行政の新しい関係― 立教大学経済学部　教授� 山口　義行

19 3/3 「知恵の展開」による地域活性化 ボストンコンサルティンググループ
パートナー＆マネージング・ディレクター� 秋池　玲子

20 3/11 地方を元気に！自立した地方政府の確立へ 元総務大臣� 増田　寛也

21 3/3 《地域イキイキ化実践道場》
～出でよ！地域“元気化”の志士～

商業開発研究所レゾン所長
　　マーケティングコンサルタント� 西川りゅうじん

22 3/8 お金をかけずに地域を活性化するためのヒント 流通ジャーナリスト／プライスアナリスト� 金子　哲雄

23 3/7 大震災後の日本経済と地域活性化を考える 株式会社日本総合研究所理事長� 高橋　　進

24 3/6 臥龍経済日本 政策研究大学院大学名誉教授� 橋本　久義

25 3/5 里山資本主義 株式会社日本総合研究所
　　調査部主席研究員� 藻谷　浩介

26 3/4 森から始める地域の再生 作家・（一財）C.W.ニコル・アファンの森財団理事長
� C.W.ニコル

➡ 本編 P24

➡ 本編 P24
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⑪ 地域づくり海外調査研究事業　テーマ等　
年度 テーマ 訪問国 専門調査地

17

NDC資金・近隣地域再生資金制度活用による官民協働 イギリス ロンドン
中小企業主体のものづくりによる産業競争力強化 イタリア ボローニャ
公共交通の整備によるまちづくり ドイツ カールスルーエ
沿道環境改善による街なか再生 ドイツ ロスドルフ
クライストチャーチ市における観光振興策 ニュージーランド クライストチャーチ
景観政策と市民による地域づくり ニュージーランド クライストチャーチ
スポーツトラストによる地域づくり ニュージーランド クライストチャーチ
ゼロ・ウェイスト政策 ニュージーランド クライストチャーチ
フランスのエコミュージアムの地域における役割と運営方法 フランス ル・クルゾー

18

官民協働による都市環境の再生と新産業の創出について アメリカ ピッツバーグ
官民パートナーシップ手法を用いた施設建設プロジェクトによる地域再生 アメリカ ボルチモア
社会起業家と地域協働によるまちづくりについて
～ホームレス専門の住宅再生ディベロッパーの事例から～ アメリカ ニューヨーク

農業・農村の支援システム イギリス リンカーン
若者に対する地域主導の自立支援政策 イギリス リバプール

日本版フィルムコミッションによる映像が生む地域活性化策 イギリス ロンドン　
ニューカッスル

行政サービスの効率化について イギリス ロンドン
子どものまちづくり参加をめざすアントレプレナーシップ教育 スコットランド グラスゴー

19

日本におけるカレッジリンク型リタイアメントコミュニティーの可能性 アメリカ サンフランシスコ
アメリカ合衆国における高齢者福祉策 アメリカ サンフランシスコ
イギリスにおけるワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）政策 イギリス ロンドン
「ファーマーズマーケット」による食の安全と賑わいづくり イギリス ロンドン
「イギリスにおける持続可能なツーリズムについて イギリス ヘリフォード
歴史的まちなみ保全と観光振興策 イギリス エジンバラ
イギリスのコミュニティビジネスにおける中間支援組織の役割について イギリス ロンドン
親を主体においた子育て支援 カナダ トロント
パラドールにみる公営ホテルを活かした地域活性化 スペイン マドリッド

20

地域通貨によるコミュニティ再生 イギリス グラスゴー
地方都市における公共交通のあり方 イギリス ノッティンガム
Hatsによる公共住宅団地再生 イギリス リバプール
「チッタスロー」から持続可能なまちづくりを学ぶ イタリア オルビエート
スローフード協会が行う食のプロモーション活動 イタリア トリノ
都市と農山漁村との新たな連携　一社一村運動 韓国 ソウル
バルセロナの観光振興政策について スペイン バルセロナ
観光による地域振興　～『フランスで最も美しい村』の事例から～ フランス ロートレック
「アソシアシオンに学ぶ市民参加型の行政運営」について フランス イッシー・レ・ムリーノ
カキ生産者による地域ブランド的取り組みと観光振興 フランス ルピアン

21

北欧での木質バイオマスエネルギーの利用と環境対策の取組 スウェーデン シグトゥナ
アップランド・ヴァースビー

創造都市ネットワークの連携状況 ドイツ ベルリン
ショートウェイシティによる持続可能な地方都市交通について ドイツ フライブルク
大規模店舗の誘致、広場を活用した中心市街地の活性化 ドイツ ダルムシュタット
地産地消のコミュニティビジネスと観光による地域活性化 ドイツ アーインク
ドイツクラインガルテンに学ぶ日本型クラインガルテンの将来像 ドイツ カールスルーエ
ドイツのバイオマスエネルギー事情 ドイツ シュトラウピング
デンマーク　森の幼稚園 デンマーク ロスキレ
高齢者委員会の果たす役割 デンマーク コペンハーゲン
環境保全型の交通システムづくり デンマーク コペンハーゲン
伝統的建物群の保存と活用によるまちづくり フランス トロワ

22

イタリアにおけるグリーンツーリズモ イタリア ラツィオ
世界遺産の保存と活用 イタリア ローマ
中心市街地活性化と住民参加のまちづくり イタリア ボローニャ
地元食材を活用した地域活性化 イタリア ブラ
ドイツの持続可能な森林経営と木材供給の体系 ドイツ ドナウエッシンゲン
新エネルギー（太陽光発電）推進事業について ドイツ エアランゲン
市民の意見を反映した都市再生 ドイツ ハンブルク
太陽光発電システムを活用した低炭素社会を目指して ドイツ ウルム

環境共生型都市計画の実現可能性
ドイツ ライネフェルデ
スイス チューリッヒ

LRT及びその他交通体系を活かしたまちづくり フランス ストラスブール
フランス農村ツーリズムにおける民泊ネットワーク形成とその役割 フランス アビニョン

➡ 本編 P25
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⑪ 地域づくり海外調査研究事業　テーマ等　

年度 テーマ 訪問国 専門調査地

23

地域通貨を活用した地域活性化について アメリカ イサカ
アメリカ「CSA（地域が支える農業）」の取り組みについて アメリカ ニューヨーク
都市景観に配慮した中心市街地の活性化 アメリカ ボストン

歴史的建造物・産業遺構を活用した交流人口の拡大について イギリス ゲーツヘッド
ノーリッジ"

住民参画を主体としたエコミュージアムの取り組み スウェーデン ファルケンベリ
森から学ぶ環境教育～持続可能な社会のために～ スウェーデン リディンゲ
福祉国家スウェーデンの障害者雇用を学ぶ スウェーデン ストックホルム
文化・芸術振興による地域活性化の可能性 スコットランド グラスゴー
農産物認証制度（AOC）による地域農産品のブランド化と地域の活性化について フランス コルマール
環境保全と観光振興の共存について フランス シャモニー
フランスの教育ファームと味覚教育から学ぶ食育の推進について フランス リヨン

24

世界遺産の観光地を拠点にした観光人材育成教育について イタリア アッシジ
まち歩きが楽しめる中心市街地活性化方策について イタリア レッジョエミリア
文化政策をはじめとしたまちづくり フランス ナント
交通体系の見直しと地域活性化　－自転車を活用したまちづくり－ フランス レンヌ
バルセロナ観光局の観光戦略 スペイン バルセロナ
ルート形成による広域的な地域づくり　～歴史・芸術・文化の共通性を活かして～ ルクセンブルク ルクセンブルク

25

地域の人々がつながった手づくりのまち興し アメリカ アセンズ
国際行事（オリンピック）開催後のインフラ活用 カナダ カルガリー
つくばエクスプレス沿線地域におけるカーシェアリング導入の可能性について スイス ルツェルン
観光ビジネス活動体（ＤＭＯ）を中心とした観光産業の推進 スイス ツェルマット
農家民宿に対する行政及び関係団体の支援や取組について ドイツ バイエルン
再生可能エネルギーの普及促進と持続可能な低炭素型まちづくり ドイツ フライブルク
地産地消の推進と地域の自立に向けた取り組み フランス ペルピニャン
伝統産業を活かした官民一体型産業振興の取組み フランス リモージュ
文化・芸術活動の充実に向けた地域政策 フランス ブザンソン
新幹線開通による観光客の誘致と都市計画 フランス アビニヨン

26

市民農園と地域コミュニティの活性化 イギリス トッドモーデン
観光による持続可能な地域経営 イギリス コッツウォルス
住民参加型の地域づくり イギリス グロースター
ノルディック施設の活用方策 イタリア カヴァレーゼ
レモンを活用した都市と農村の交流促進 イタリア ソレント
海を生かした観光について イタリア チェゼナーティコ
歴史的建造物を活かした地域振興 オーストリア ザルツブルク
エネルギーの地産地消を通した地域振興 オーストリア ギュッシング
環境保全と地域資源の活用による地域活性化 オーストリア レッヒ

27

子どもを中心としたまちぐるみの文化振興について イタリア レッジョ・ミリア
味覚教育を通じた食文化の継承、地産地消の仕組みづくり イタリア プラート
男性の育児休暇取得率向上させるために～長野市版パパ・クオータ～ スウェーデン ストックホルム
ICT行政による住民サービスの向上と住みよいまちづくり スウェーデン ストックホルム
観光と環境を両立させたまちづくり スイス ツェルマット
類似する環境における地域活性化へ向けた新たな観点を探る。～公共交通・観光・生活に
ついて主軸をおく スイス インターランゲン

豊かな自然環境を活かした観光振興 ドイツ パッサウ
緑と共に生きるまちづくり ドイツ エアランゲン
ドイツに学ぶ公共交通の利用促進 ドイツ マンハイム
ドイツのグリーンツーリズムを学ぶ ドイツ フランクフルト
生涯学習（成人教育）参加による地域社会の形成とその効果 デンマーク コペンハーゲン
高齢者の地域居住 デンマーク コペンハーゲン
デンマークのユーザーデモクラシーに学ぶ住民による地域経営 デンマーク コペンハーゲン
魅せ方の研究 フランス アントニー
文化芸術による社会包摂 フランス パリ
都市と周辺地域による広域観光連携 ニュージーランド クライストチャーチ
クライストチャーチ地震からの復旧・復興について ニュージーランド クライストチャーチ

ニュージーランドの生涯スポーツ（地域スポーツトラストの実情） ニュージーランド オークランド
クライストチャーチ
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⑫ 海外調査団派遣事業　

年度 回数 テーマ 参加
者数 期　間 訪問国 専門調査地

17 30 防災・危機管理とまちづくり
地域資源を活用したまちづくり 18 10/10～21

（12日間）
チェコ、オーストリア、
ドイツ、ベルギー
（４カ国）

チェコ
オーストリア
ドイツ
ベルギー

プラハ
ウィーン
ミュンヘン
ブリュッセル

18 31
官民協働によるまちづくり
地域資源を生かしたまちづくり
循環型社会を目指したまちづくり

20 10/2～13
（12日間）

デンマーク、ノルウェー、
オランダ、フランス
（４カ国）

デンマーク
ノルウェー
オランダ
フランス

コペンハーゲン
オスロ
アムステルダム
ハウテン市
パリ

19 32

住民参加による環境に配慮したまち
づくり
地域資源を活かしたまちづくり
民間活力導入・官民協働によるまち
づくり
少子高齢化におけるまちづくり

16 10/8～19
（12日間）

オランダ、ドイツ、
スペイン、スウェーデン
（４カ国）

オランダ
ドイツ
スペイン
スウェーデン

アムステル
フェーン
アイフェル地区
バルセロナ
テビー市

➡ 本編 P25
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（３）まちづくり助成等支援
① 公共スポーツ施設等活性化助成事業助成実績　
平成17年度
No. 団体名 助成対象施設
1 北海道苫小牧市 苫小牧市白鳥アリーナ　他
2 北海道利尻富士町 温水利用型運動施設
3 岩手県八幡平市 八幡平市総合運動公園体育館
4 宮城県川崎町 川崎町Ｂ＆Ｇ海洋センター　他
5 茨城県水戸市他24市町村 水戸市体育館　他
6 千葉県袖ヶ浦市 袖ヶ浦健康づくり支援センター
7 千葉県いすみ市 いすみ市Ｂ＆Ｇ海洋センター
8 東京都文京区 スポーツセンター　他
9 東京都練馬区 練馬区立総合体育館　他
10 神奈川県座間市 市民球場　他
11 富山県南砺市 福光体育館、井波体育館、城端屋内グラウンド
12 石川県金沢市 総合体育館　他
13 石川県かほく市 かほく市河北台健民体育館
14 山梨県市川三郷町 六郷の郷ニードスポーツセンター
15 長野県塩尻市 塩尻市体育館　他
16 長野県伊那市 伊那市体育施設
17 京都府与謝野町 与謝野町大江山運動公園
18 大阪府寝屋川市他14市町 寝屋川市立市民体育館　他
19 兵庫県丹波市 市内体育施設
20 奈良県大淀町 大淀町健康づくりセンター
21 山口県光市 大和総合運動公園
22 徳島県石井町 石井町飯尾川公園「いしいドーム」プール館・トレーニング館
23 福岡県飯塚市 県民の森公園市民プール・多目的広場
24 福岡県筑紫野市 山家コミュニティセンター
25 佐賀県佐賀市 佐賀市立体育館　他
26 宮崎県都城市 健康増進施設ウェルネスグリーンヒル

平成18年度
No. 団体名 助成対象施設
1 北海道芦別市 なまこ山総合運動公園　他
2 北海道美深町 美深スキー場
3 福島県南相馬市 南相馬市スポーツセンター　他
4 栃木県西方町 西方町総合文化体育館
5 埼玉県三芳町 三芳町総合体育館
6 千葉県印旛村 ふれあいセンターいんば
7 千葉県山武市 さんぶの森元気館
8 東京都文京区 スポーツセンター　他
9 東京都小平市 小平市民総合体育館　他
10 東京都三鷹市 市民総合体育館（第二体育館）　他
11 富山県南砺市 福光体育館、井波社会体育館、城端屋内グラウンド
12 長野県塩尻市 塩尻市体育館　他
13 長野県上田市 真田体育館　他
14 静岡県富士宮市 富士宮市民体育館
15 静岡県焼津市 焼津市総合体育館、市民体育館
16 愛知県豊橋市　他33市町 豊橋球場　他
17 三重県明和町 明和町総合体育館　他
18 京都府京丹後市 峰山総合公園峰山球場
19 兵庫県丹波市 市立総合運動公園

➡ 本編 P26
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No. 団体名 助成対象施設
20 和歌山県和歌山市 市民体育館　他
21 岡山県津山市 津山スポーツセンター　他
22 香川県観音寺市 観音寺市総合運動公園
23 香川県綾川町 綾川町総合運動公園
24 熊本県植木町 健康福祉センター「かがやき館」
25 鹿児島県さつま町 宮之城総合体育館

平成19年度
No. 団体名 助成対象施設
1 宮城県岩沼市 グリーンピア岩沼
2 山形県南陽市 南陽市民体育館
3 福島県鮫川村 鮫川村保健センター
4 群馬県高崎市 箕郷総合運動公園　他
5 埼玉県三芳町 三芳町総合体育館
6 埼玉県宮代町 宮代町総合運動公園
7 千葉県白井市 市民グラウンド　他
8 東京都日野市 南平体育館　他
9 神奈川県藤沢市 秩父宮記念体育館　他
10 新潟県湯沢町 湯沢中央公園陸上競技場
11 山梨県昭和町 総合体育館　他
12 長野県軽井沢町 木もれ陽の里
13 静岡県沼津市 ぬまづ健康福祉プラザ
14 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷
15 三重県桑名市 桑名市体育館　他
16 大阪府泉大津市 総合体育館　他
17 兵庫県神戸市 王子スポーツセンター　他
18 奈良県奈良市 鴻ノ池運動公園
19 和歌山県和歌山市 市民体育館　他
20 和歌山県田辺市 田辺市立市民球場　他
21 鳥取県日吉津村 日野川河川敷運動広場
22 広島県三原市 三原リージョンプラザ　他
23 愛媛県今治市 今治市営中央体育館　他
24 長崎県佐世保市 佐世保市総合グラウンド　他
25 熊本県城南町 城南町Ｂ＆Ｇ海洋センター
26 鹿児島県姶良町 姶良総合運動公園
27 沖縄県国頭村 くいなエコ・スポレク公園施設

平成20年度
No. 団体名 助成対象施設
1 岩手県一関市 一関市総合体育館　他
2 山形県上山市 上山市体育文化センター
3 福島県鏡石町 鏡石町営鳥見山陸上競技場
4 茨城県古河市 古河体育館　他
5 群馬県嬬恋村 嬬恋村運動公園
6 埼玉県坂戸市 坂戸市民総合運動公園
7 千葉県白井市 市民グランド　他
8 神奈川県横須賀市 横須賀市総合体育会館
9 神奈川県藤沢市 秩父宮記念体育館　他
10 新潟県阿賀野市 安田体育館　他
11 富山県小矢部市 小矢部運動公園　他
12 長野県信州新町 信州新町町民体育館　他
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① 公共スポーツ施設等活性化助成事業助成実績　

No. 団体名 助成対象施設
13 滋賀県栗東市 栗東市民体育館　他
14 京都府与謝野町 与謝野町岩滝地域体育施設
15 大阪府泉大津市 泉大津市立総合体育館　他
16 奈良県吉野町 吉野運動公園
17 和歌山県海南市 海南市下津室内プール
18 広島県北広島町 北広島町豊平総合体育館
19 徳島県つるぎ町 つるぎ町吉野川河川敷公園
20 高知県香南市 赤岡運動広場　他
21 福岡県太宰府市 太宰府市体育センター
22 長崎県佐世保市 佐世保市総合グランド　他
23 大分県中津市 ダイハツ九州アリーナ
24 鹿児島県南九州市 南九州市森林馬事公苑
25 沖縄県今帰仁村 今帰仁村総合運動公園

平成21年度
No. 団体名 助成対象施設
1 北海道浦河町 浦河町民プール及び浦河町勤労者体育センター
2 青森県横浜町 砂浜海岸海水浴場センターハウス
3 岩手県洋野町 洋野町大野体育館
4 秋田県羽後町 羽後町総合体育館　他
5 山形県川西町 川西町総合運動公園
6 福島県南会津町 びわのかげ公園
7 群馬県伊勢崎市 伊勢崎市華蔵寺公園運動施設及び第二市民体育館
8 東京都東村山市 東村山市スポーツセンター　他
9 神奈川県海老名市 海老名運動公園
10 愛知県岡崎市 花園体育センター　他
11 三重県熊野市 山崎運動公園・熊野市総合グラウンド
12 滋賀県湖北町 湖北町高時川スポーツ公園　他
13 大阪府羽曳野市 石川スポーツ公園　他
14 兵庫県香美町 香美町健康増進施設　温泉保養館おじろん
15 奈良県下北山村 池の平ゴルフ場
16 鳥取県境港市 境港市民体育館
17 島根県松江市 松江市島根体育館
18 岡山県笠岡市 笠岡総合スポーツ公園
19 広島県東広島市 東広島運動公園　他
20 香川県多度津町 多度津町スポーツセンター
21 高知県高知中央西部焼却処理事務組合 健康増進施設　いやっし～土佐
22 福岡県志免町 志免町民体育館　他
23 宮崎県綾町 てるはドーム　他

平成22年度
No. 団体名 助成対象施設
1 北海道滝上町 滝上町スポーツ公園
2 青森県弘前市 弘前市運動公園　他
3 岩手県普代村 村営北緯40度運動公園運動場　等
4 宮城県石巻市 石巻市総合体育館
5 山形県大江町 大江町体育センター
6 福島県喜多方市 押切川公園スポーツ広場
7 茨城県常総市 石下総合運動公園
8 群馬県みどり市 みどり市民体育館　他
9 埼玉県ふじみ野市 大井総合体育館　他
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No. 団体名 助成対象施設
10 新潟県胎内市 中条体育館　他
11 富山県氷見市 氷見市ふれあいスポーツセンター　他
12 長野県佐久市 佐久市総合体育館　他
13 岐阜県山県市 山県市総合運動場　他
14 大阪府門真市 門真市立体育館　他
15 兵庫県高砂市 高砂市総合運動公園体育施設　他
16 奈良県平群町 平群町総合スポーツセンター
17 鳥取県若桜町 わかさ温水プール
18 岡山県津山市 津山東武道場　他
19 徳島県三好市 三好市池田総合体育館
20 愛媛県四国中央市 川之江運動場　他
21 高知県中土佐町 小草ふれあい公園
22 長崎県五島市 五島市中央公園
23 大分県臼杵市 臼杵市諏訪山体育館
24 宮崎県高鍋町 高鍋町総合体育館　他

平成23年度
No. 団体名 助成対象施設
1� 北海道積丹町 積丹町B&G海洋センター
2� 秋田県仙北市 玉川河川公園
3� 山形県酒田市 酒田市国体記念体育館
4� 埼玉県本庄市 本庄総合公園体育館　他
5� 千葉県香取市 香取市民体育館　他
6� 東京都豊島区 豊島区立雑司が谷体育館　他
7� 神奈川県海老名市 海老名運動公園
8� 石川県能美市 能美市根上体育館　他
9� 福井県越前市 武生中央公園　他
10� 長野県下條村 海洋センター体育館　他
11� 岐阜県美濃加茂市 美濃加茂市中央体育館　他
12� 静岡県富士市 富士市立富士体育館　他
13� 三重県亀山市 西野公園　他
14� 大阪府泉南市 泉南市立市民体育館　他
15� 兵庫県姫路市 田寺テニスコート　他
16� 奈良県奈良市 奈良市鴻ノ池総合運動公園
17� 和歌山県湯浅町 有田郡民体育館　他
18� 島根県浜田市 浜田市金城総合運動公園
19� 広島県尾道市 尾道市瀬戸田サンセットビーチ
20� 香川県小豆島町 小豆島町内海総合運動公園テニスコート　他
21 愛媛県西予市 西予市明浜運動場
22� 福岡県鞍手町 鞍手町立体育館　他
23� 熊本県上天草市 上天草市大矢野総合スポーツ公園
24� 宮崎県都農町 藤見公園
25� 鹿児島県鹿児島市 鹿児島アリーナ　他

平成24年度
No. 団体名 助成対象施設
1 埼玉県上尾市 市民体育館
2 千葉県習志野市 秋津総合運動公園　
3 東京都稲城市 総合社会体育館　他
4 長野県大町市 運動公園　他
5 岐阜県養老町 中央公園野球場　他

27-108272_30年のあゆみ.indb   118 2015/09/15   10:43:13



119

資 料 編

① 公共スポーツ施設等活性化助成事業助成実績　

No. 団体名 助成対象施設
6 愛知県東海市 しあわせ村トレーニング室
7 三重県松阪市 武道場　他
8 和歌山県上富田町 上富田スポーツセンター　他
9 島根県雲南市 大東公園市民体育館　他
10 福岡県飯塚市 飯塚第１体育館　他
11 大分県豊後大野市 三重総合グランド　他
12 沖縄県読谷村 平和の森球場　他

平成25年度
No. 団体名 助成対象施設
1 岩手県岩手町 岩手町総合運動公園
2 宮城県多賀城市 多賀城市総合体育館　他
3 栃木県さくら市 氏家体育館　他
4 埼玉県ときがわ町 ときがわ町体育センター
5 千葉県富津市 富津市市民ふれあい公園　他
6 東京都福生市 福生野球場　他
7 長野県木曽町 木曽福島体育館　他
8 岐阜県羽島市 羽島市運動公園　他
9 愛知県東栄町 東栄町総合社会教育文化施設
10 和歌山県かつらぎ町 かつらぎ町保健福祉センター
11 香川県丸亀市 丸亀市民体育館　他
12 大分県臼杵市 臼杵市総合公園　他
13 宮崎県小林市 市民体育館　他
14 沖縄県浦添市 浦添市陸上競技場　他

平成26年度
No. 団体名 助成対象施設
1 北海道日高町 門別とねっこ館
2 岩手県釜石市 釜石市市営プール　他
3 秋田県由利本荘市 由利本荘市総合体育館
4 新潟県佐渡市 佐渡スポーツハウス　他
5 長野県飯島町 飯島体育館　他
6 大阪府千早赤阪村 千早赤阪村社会体育施設
7 大阪府河南町 河南町立総合体育館　他
8 島根県益田市 益田川ダム周辺施設　グラウンド・ゴルフ広場　管理棟
9 香川県三豊市 たくまシーマックス
10 熊本県あさぎり町 免田総合体育センター　他
11 沖縄県金武町 金武町陸上競技場　他
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平成27年度（システム整備事業）　
No. 都道府県 団体名 事業名 助成対象施設
1 北海道 釧路市 健康増進システム整備事業 釧路市労働者福祉センター

2 埼玉県 秩父市 秩父滝沢サイクルパークBMXコース　
タイム計測システム導入事業 秩父滝沢サイクルパークBMXコース

3 千葉県 鴨川市 鴨川市スポーツ施設予約システム開発
事業 鴨川市総合運動施設ほか１施設

4 東京都 あきる野市 体育施設予約システム
システム整備事業 秋川体育館ほか10施設

5 石川県 珠洲市 健康増進施設にかかる「からだカルテ」
導入事業 すずの湯ほか６施設

6 長野県 木島平村 木島平村スポーツ施設予約管理・情報
提供システム構築導入事業 木島平村民体育館ほか12施設

7 岐阜県 笠松町 施設予約システム導入事業 笠松町民運動場ほか10施設

8 大阪府 阪南市
公共スポーツ施設等の新規予約システ
ム構築事業及び総合型地域スポーツク
ラブ振興事業

阪南市立総合体育館ほか５施設

9 熊本県 菊陽町 菊陽町施設予約システム事業 菊陽町町民総合運動場ほか１施設
10 沖縄県 豊見城市 体育施設予約システム整備事業 豊見城総合公園庭球場ほか６施設

平成27年度（ソフト事業）
No. 都道府県 団体名 事業名 助成対象施設

1 岩手県 金ヶ崎町 ノルディックウォーキングフェスタin
金ヶ崎 金ヶ崎町森山総合公園　陸上競技場

2 山形県 鶴岡市 鶴岡市市制施行10周年記念
「スポーツ講演会・一緒にウォーキング」 鶴岡市小真木公園他

3 福島県 郡山市 目指せ東京オリンピック
「トップアスリート養成教室」 郡山ユラックス熱海温水プール他

4 茨城県 河内町 スポーツ吹矢普及事業 河内町農業者トレーニングセンター
5 茨城県 古河市 古河市市民綱引大会及び講習会事業 古河市中央運動公園総合体育館

6 栃木県 上三川町 上三川町町民スポーツ・レクリエーショ
ン祭 蓼沼緑地公園

7 埼玉県 吉見町
武蔵丘短期大学（地域総合型スポーツ
クラブ）と連携協力によるスポーツ推
進事業

吉見町民体育館他

8 神奈川県 開成町 町制施行60周年記念町民体育祭 開成水辺スポーツ公園
9 石川県 白山市 米村知子プロのテニスレッスン 松任総合運動公園屋内運動場
10 岐阜県 大野町 ノルディックウォーク紹介・普及 大野町運動公園
11 京都府 八幡市 八幡市健康フェスタ 八幡市民スポーツ公園他
12 兵庫県 三田市 平成27年度さんだ市民チャレンジデー 三田市駒ヶ谷運動公園体育館

13 兵庫県 加西市 フットサル教室開催事業 多目的グラウンド
※ 雨天時　加西勤労者体育センター

14 奈良県 十津川村 温泉を利用した健康づくり 十津川温泉「昴の郷」　他
15 和歌山県 有田市 スポーツ（バドミントン）教室 有田市文化福祉センター　他

16 鳥取県 湯梨浜町 湯梨浜町つ・み・た・て貯筋運動（健
康づくり）事業 湯梨浜町はわいトレーニングセンター

17 岡山県 井原市 市民スポーツの日 井原体育館　他
18 愛媛県 久万高原町 高齢者向け健康教室及び太極拳教室 久万B&G海洋センター

19 福岡県 飯塚市 いいづか健幸都市ウォーキング啓発普
及促進事業 市民公園健幸スポーツ広場

20 福岡県 遠賀町 おんがレガッタ事業 遠賀川漕艇場

21 長崎県 長崎市 第18回
レクリエーション・スポーツ教室 市営陸上競技場

22 鹿児島県 鹿屋市 国体に向けた競技力向上対策事業 市内スポーツ施設
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② スポーツによる地域振興に対する助成実績（スポーツ拠点　年度別承認大会）　
平成17年度
No. 都道府県 市区町村 大会名称 スポーツの種別 参加対象者
1 北海道 富良野市 全国高等学校選抜スキー大会（アルペン種目） スキー 高
2 青森県 青森市 全国高等学校カーリング選手権大会 カーリング 高
3 茨城県 笠間市 全国高等学校アームレスリング選手権大会 アームレスリング 高
4 栃木県 大田原市 全国青少年アウトドア綱引競技大会 綱引 小・中

5 埼玉県 さいたま市 全日本選抜高等学校パワーリフティング選手権大会兼
全日本サブジュニアパワーリフティング選手権大会 パワーリフティング 高

6 埼玉県 熊谷市 全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会 ラグビーフットボール 高
7 千葉県 白子町 全国小学生ソフトテニス大会 ソフトテニス 小
8 神奈川県 横浜市 全日本少年軟式野球大会 軟式野球 中
9 神奈川県 川崎市 全国高等学校対抗ボウリング選手権大会 ボウリング 高
10 富山県 氷見市 春の全国中学生ハンドボール選手権大会 ハンドボール 中

11 富山県 南砺市 スポーツクライミング競技JOCジュニアオリンピック
カップ大会 スポーツクライミング 小・中・高

12 石川県 小松市 日本カヌースプリントジュニア・ジュニアユース小松
大会 カヌー 中・高

13 石川県 輪島市 日本陸上競技選手権大会50km競歩大会兼全日本競歩
輪島大会 競歩 高

14 福井県 越前町 JOCジュニアオリンピックカップ全日本中学生都道府
県対抗11人制ホッケー選手権大会 ホッケー 中

15 福井県 美浜町 全国中学校選抜ボート大会 ボート 中
16 山梨県 都留市 都留市ジャパンジュニアグラススキー大会 グラススキー 小・中・高
17 山梨県 北杜市 全日本ジュニア障害馬術大会 障害馬術 小・中・高
18 長野県 軽井沢町 風越カップ全日本少年アイスホッケー大会（小学生の部） アイスホッケー 小
19 長野県 白馬村 全国小学生・中学生マウンテンバイク大会白馬さのさか マウンテンバイク 小・中
20 静岡県 浜松市 とびうお杯全国少年少女水泳競技大会 水泳（競泳・飛込） 小

21 静岡県 浜松市
（旧天竜市） 全国高等学校選抜ボート大会 ボート 高

22 静岡県 磐田市 全日本高等学校女子サッカー選手権大会 サッカー 高（女）

23 静岡県 掛川市 JOCジュニアオリンピックカップ都道府県対抗トラン
ポリン競技選手権大会 トランポリン 小・中・高

24 静岡県 袋井市 JOCジュニアオリンピックカップ全国エアロビック選
手権大会in袋井 エアロビック 小・中・高

25 三重県 四日市市 全国ジュニア自転車競技選手権大会 サイクルロードレース 小・中・高
26 三重県 伊勢市 都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会 ソフトテニス 中

27 京都府 大山崎町 全国少年フェンシング大会 フェンシング（フルー
レ） 小・中

28 大阪府 阪南市 全日本ビーチバレージュニア男子選手権 ビーチバレー 15～18歳（男）
29 兵庫県 神戸市 全日本高校・大学ダンスフェスティバル 創作ダンス 高
30 兵庫県 伊丹市 全国高等学校なぎなた選抜大会 なぎなた 高
31 佐賀県 佐賀市 グラスホパー全国ジュニアテニスin佐賀 テニス 小

32 佐賀県 唐津市 JOCジュニアオリンピックカップ兼JSAFジュニア・ユー
スセーリングチャンピオンシップ（ユース部門） セーリング 中・高

33 大分県 宇佐市 選抜高校相撲宇佐大会 相撲 高
34 宮崎県 都城市 都城弓まつり全国弓道大会 弓道 中・高

➡ 本編 P26
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平成18年度
No. 都道府県 市区町村 大会名称 スポーツの種別 参加対象者
1 北海道 釧路市 全日本少年アイスホッケー大会（中学生・男子の部） アイスホッケー 中（男）
2 北海道 苫小牧市 全国高等学校選抜アイスホッケー大会 アイスホッケー 高（男）
3 北海道 北広島市 はまなす杯全国中学生空手道選抜大会 空手道 中
4 岩手県 雫石町 全日本選抜ジュニアスキー選手権大会（中学生の部） スキー 中
5 宮城県 仙台市 日本バドミントンジュニアグランプリ バドミントン　 小・中・高
6 宮城県 岩沼市 全国高校生銃剣道大会 銃剣道 高
7 福島県 富岡町 全日本小学生ゴルフトーナメント決勝大会 ゴルフ 小
8 茨城県 大洗町 全国体操小学生大会 体操競技 小
9 栃木県 日光市 日光杯全日本女子中学・高校生アイスホッケー大会 アイスホッケー 中・高（女）
10 千葉県 銚子市 全日本少年少女空手道選手権大会in銚子 空手道 小学生

11 東京都 中央区 小・中・高校生ボールルームダンス・全日本チャンピ
オンシップ ボールルームダンス 小・中・高

12 新潟県 妙高市
JOCジュニアオリンピックカップ全日本ジュニアスキー
選手権大会兼全日本中学生選抜スキー大会（ノルディッ
ク種目）

スキー・ノルディック 中

13 石川県 金沢市 全国高等学校ウェイトリフティング競技選抜大会 ウェイトリフティング 高
14 岐阜県 高山市 全国高等学校選抜スキー大会（ノルディック種目） スキー・ノルディック 高
15 静岡県 静岡市 全国少年少女スポーツチャンバラ選手権大会IN由比 スポーツチャンバラ 小・中・高
16 静岡県 富士宮市 全国高等学校男子ソフトボール選抜大会 ソフトボール 高（男）
17 大阪府 大阪市 全日本都道府県対抗�少年剣道優勝大会 剣道 小・中
18 広島県 安芸太田町 全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 ライフル 高
19 山口県 山口市 全国中学校駅伝大会 駅伝 中
20 福岡県 久留米市 紫灘旗全国高校遠的弓道大会 弓道（遠的） 高

21 宮崎県 宮崎市 ソフトテニスジュニアジャパンカップ ソフトテニス 14歳以下
17歳以下

平成19年度
No. 都道府県 市区町村 大会名称 スポーツの種別 参加対象者

1 秋田県 鹿角市 全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 サマーノルディックス
キー 小・中・高

2 埼玉県 川越市 JOCジュニアオリンピックカップ大会　日本ジュニア
ゴルフ選手権競技 ゴルフ 中・高

3 石川県 能美市 全日本競歩能美大会 競歩 中
4 長野県 長野市 全国中学校体育大会全国中学校スケート大会 スケート競技 中
5 京都府 宇治市 全日本中学ボウリング選手権大会� ボウリング 中
6 岡山県 備前市 全日本小学生中学生アーチェリー選手権大会 アーチェリー 小・中
7 熊本県 八代市 全国小学生ABCバドミントン大会� バドミントン 小

平成20年度
No. 都道府県 市区町村 大会名称 スポーツの種別 参加対象者

1 和歌山県 和歌山市 JOCジュニアオリンピックカップ兼JSAFジュニア・ユー
スセーリングチャンピオンシップ（ジュニア部門） セーリング 小

2 岡山県 倉敷市 全日本ユース（U15）水球競技選手権大会
―桃太郎カップ― 水球 15歳以下

平成21年度
No. 都道府県 市区町村 大会名称 スポーツの種別 参加対象者
1 長野県 箕輪町 全国カデ・エペ選手権大会 フェンシング（エペ） 13～17歳
2 鳥取県 湯梨浜町 ジュニアグラウンド・ゴルフ発祥地大会 グラウンド・ゴルフ 小
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② スポーツによる地域振興に対する助成実績（スポーツ拠点　年度別承認大会）　

平成22年度
No. 都道府県 市区町村 大会名称 スポーツの種別 参加対象者
1 京都府 京田辺市 全国小学生ハンドボール大会 ハンドボール 小

平成24年度
No. 都道府県 市区町村 大会名称 スポーツの種別 参加対象者
1 岡山県 新見市 都道府県対抗全日本中学生男子ソフトボール大会 ソフトボール 中（男）

平成25年度
No. 都道府県 市区町村 大会名称 スポーツの種別 参加対象者
1 神奈川県 藤沢市 湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会 ビーチバレー 中
2 長野県 野沢温泉村 全国高等学校選抜スキー大会（ノルディック種目） スキー・ノルディック 高
3 和歌山県 高野町 高野山旗全国学童軟式野球大会 野球 小（男）

平成26年度
No. 都道府県 市区町村 大会名称 スポーツの種別 参加対象者
1 福島県 須賀川市 さわやか全国小学生一輪車大会 一輪車 小

平成27年度
No. 都道府県 市区町村 大会名称 スポーツの種別 参加対象者
1 愛知県 稲沢市 小学生特別指導会兼全日本小学生ボウリング競技大会 ボウリング 小
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② スポーツによる地域振興に対する助成実績（スポーツ拠点自立促進事業）　
平成27年度
No. 都道府県 市区町村 大会名称 スポーツの種別 参加対象者 助成の種別
1 青森県 青森市 全国高等学校カーリング選手権大会 カーリング 高 一時金方式
2 埼玉県 熊谷市 全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会 ラグビーフットボール 高 逓減方式
3 千葉県 白子町 全国小学生ソフトテニス大会 ソフトテニス 小 逓減方式
4 神奈川県 横浜市 全日本少年軟式野球大会 軟式野球 中 一時金方式
5 富山県 氷見市 春の全国中学生ハンドボール選手権大会 ハンドボール 中 一時金方式

6 富山県 南砺市 スポーツクライミング競技�JOCジュニアオリン
ピックカップ大会

スポーツ
クライミング 小・中・高 一時金方式

7 石川県 小松市 日本カヌースプリントジュニア・ジュニアユース
小松大会 カヌー 中・高 一時金方式

8 福井県 越前町 全日本中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手
権大会 ホッケー 中 一時金方式

9 福井県 美浜町 全国中学校選抜ボート大会 ボート 中 一時金方式

10 長野県 軽井沢町 風越カップ全日本少年アイスホッケー大会
（小学生の部） アイスホッケー 小 逓減方式

11 長野県 白馬村 JCF公認全日本マウンテンバイク・ユース選手権
大会 マウンテンバイク 小・中 一時金方式

12 静岡県 浜松市 とびうお杯全国少年少女水泳競技大会 水泳（競泳・飛込） 小 一時金方式

13 静岡県 浜松市
（天竜市） 全国高等学校選抜ボート大会 ボート 高 一時金方式

14 静岡県 掛川市 都道府県対抗トランポリン競技選手権大会 トランポリン 小・中・高 一時金方式

15 静岡県 袋井市 JOCジュニアオリンピックカップ全国エアロビッ
ク選手権大会 エアロビック 小・中・高 一時金方式

16 三重県 四日市市 全国ジュニア自転車競技大会 サイクルロードレース 小・中・高 逓減方式
17 三重県 伊勢市 都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会 ソフトテニス 中 一時金方式
18 大阪府 阪南市 全日本ビーチバレージュニア男子選手権大会 ビーチバレー 15～18歳 一時金方式
19 兵庫県 神戸市 全日本高校・大学ダンスフェスティバル 創作ダンス 高 逓減方式
20 兵庫県 伊丹市 全国高等学校なぎなた選抜大会 なぎなた 高 一時金方式

21 佐賀県 唐津市
JOCジュニアオリンピックカップ兼JSAFジュニ
ア・ユースセーリングチャンピオンシップ
（ユース部門）

セーリング 中・高 一時金方式

22 大分県 宇佐市 選抜高校相撲宇佐大会 相撲 高 逓減方式

➡ 本編 P26
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③ 移住・定住・交流推進支援事業助成実績　
（�平成19～21年度までは「移住・交流受入システム支援事業」として実施、平成22～23年度までは「移住・交流推
進支援事業」として実施、平成24～26年度までは「移住・交流による地域活性化支援事業」として実施）

平成19年度

No. 都道府県名 市区町村名 事業名

1 北海道 滝川市 滝川市ウエルカム・プロジェクト

2 岩手県 遠野市 「で・くらす遠野」ふるさと市民制度研究事業

3 福島県 南会津町 移住等受入システム構築事業

4 茨城県 常陸大宮市 交流・移住による地域活性化モデル事業

5 山梨県 笛吹市 笛吹市芦川町地域交流居住推進事業

6 長野県 原村 住民資源の発掘と交流から始まる移住受入システムの構築

7 石川県 輪島市 小中学生のための国内留学システムの研究並びに構築

8 福井県 若狭町 「輝きと優しさに出会えるまち」若狭町移住・交流受入支援調査事業

9 岐阜県 高山市 飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業

10 滋賀県 余呉町 交流居住・移住コーディネーター発掘・育成事業

11 和歌山県 有田川町 企業や地元大学と連携した移住・交流システム構築

12 島根県 川本町 川本町移住交流人口促進事業

13 香川県 高松市 「瀬戸内海」をテーマとした移住・交流促進に関する調査事業

14 愛媛県 鬼北町 移住・交流計画策定事業

15 高知県 黒潮町 くろしお悠遊移住支援プロジェクト

16 福岡県 二丈町 糸島まるごとキャンパス事業

17 熊本県 天草市 天草グリーンライフ・コミュニティ事業

18 大分県 杵築市 “森羅万象の国”国東半島への移住受入支援システム構築事業

19 鹿児島県 与論町 ニュー・ヨロンピア計画策定事業

平成20年度

No. 都道府県名 市区町村名 事業名

1 北海道 黒松内町 ブナ里２地域交流居住システム構築可能性調査

2 秋田県 鹿角市 かづのde”ふるさとライフ”コンシェルジュ育成事業

3 山形県 村山市・朝日町 果樹産地における自給自足型二地域居住モデルの開発

4 茨城県 常陸太田市 常陸太田市農山村まるごと交流・移住受入システム構築事業

5 神奈川県 三浦市 「海」で結ぶ地域交流事業

6 石川県 能美市 交流・移住による能美の里

7 福井県 勝山市 あなたを活かすふるさとづくり事業

8 山梨県
南アルプス市・
甲府市・山梨市・
韮崎市・北杜市・
甲州市

空き家バンク制度調査研究事業

9 長野県 諏訪市 「地域の輝き見本市」移住・交流促進システム構築事業

10 三重県 津市 津市美杉町における移住・交流ビジネス創出に向けた可能性調査と地域の受入体制構築支援事業

11 兵庫県 南あわじ市 南あわじ市移住・交流受入システム構築事業

12 奈良県 五條市 （仮称）五條市活性化プロジェクト

13 和歌山県 紀美野町 きみの定住支援プログラム作成事業

➡ 本編 P27
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No. 都道府県名 市区町村名 事業名

14 島根県 江津市・浜田市 自治体連携による情報発信力強化事業　～人材移入のための手法研究～

15 広島県 大竹市 大竹市企業従業員移住・交流受入支援システム構築事業

16 徳島県 三好市 交流から移住へ体験型観光推進事業

17 愛媛県 宇和島市 宇和島市シーズンワーク制度構築事業

18 高知県 いの町 移住希望者受入による土佐和紙の後継者育成事業

19 長崎県 小値賀町 小値賀町古民家再生事業

20 熊本県 人吉市 「いで湯と焼酎・笑顔の里」交流受入システム構築事業

21 鹿児島県 垂水市 大学・地域住民・地元商業者との協働による移住・交流事業

平成21年度

No. 都道府県名 市区町村名 事業名

1 北海道 下川町 下川町エコステイによる交流・移住促進支援事業

2 山形県 小国町 「四季の学校」交流居住システム構築事業

3 福島県 猪苗代町・
会津若松市 安全かつ滋味豊かな地元食材を切り口とした交流拡大事業

4 茨城県
古河市・下妻市・
常総市・坂東市・
八千代市・堺町・
五霞町

茨城県西さしま地域移住・交流促進事業

5 群馬県 上野村 上野村自然体験子育てリフレッシュ事業

6 千葉県 いすみ市 「満喫！いすみライフサポートシステム」構築事業

7 東京都
世田谷区・中山
町・隠岐の島町・
川場村

36自治体380万市民による自治体交流推進ネットワークの構築

8 石川県 穴水町 能登・里山、里海ふるさとづくり

9 山梨県 富士河口湖町・
鳴沢村 民間活力を活用した移住促進システムの構築

10 岐阜県 郡上市 絆をつむぎ共につくる「ふるさと郡上」
～郡上市への移住・交流受入システム構築事業～

11 静岡県 伊豆市 日本人の心地よい故郷“伊豆市”構築事業

12 三重県 伊賀市 「料理人やグルメ人が集る村づくり」事業

13 兵庫県 伊丹市・
島根県飯南町 地域情報サイトをハブとした移住サポートシステム

14 奈良県 黒滝村 移住相談・情報発信事業

15 島根県 吉賀町 吉賀町移住・交流受入システム構築事業

16 広島県 安芸太田町 空き家バンク・マッチングシステム事業

17 徳島県 那賀町 山里のバーチャル体験からリアル体験へとつなげるZiVASANプロジェクト2009

18 熊本県 阿蘇市 「緑いきづく火の神の里・阿蘇」移住・交流受入システム構築事業

19 鹿児島県 加治木町 地元住民・地元商工業者との協働による移住・交流事業

平成22年度

No. 都道府県名 市区町村名 事業名

1 北海道 釧路市 涼しいくしろで避暑生活プロジェクト

2 青森県 平川市 都市と農村共生推進事業
（農作業・農村生活体験ファームステイモニター）

3 岩手県 奥州市 イーハトーヴ楽校
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③ 移住・定住・交流推進支援事業助成実績　

No. 都道府県名 市区町村名 事業名

4 宮城県 大崎市 鳴子温泉郷「現代版TOJI」による交流・滞在推進事業

5 秋田県 大館市 ハチ公観光プロジェクト事業

6 山形県 飯豊町 飯豊町中津川の地域特性を活かした受け入れシステムの構築

7 福島県 二本松市 田舎暮らし～知りたい！始めたい！楽しみたい！

8 茨城県 大洗町 豊かな食で豊かな暮らし　海辺のまち　大洗で暮らそう

9 栃木県 矢板市 矢板の「輪」創出事業

10 群馬県 嬬恋村 嬬恋村の魅力体験事業

11 千葉県 鴨川市 ふるさと回帰支援センター移住・交流バージョンアップ事業

12 福井県 若狭町 若狭町友好都市との交流深化事業

13 山梨県 大月市 ろはす村計画による都市住民との交流事業

14 長野県 茅野市 「好きなまち・誇れるまち」移住・二地域居住、交流モデル事業

15 岐阜県 恵那市 空き家再生　移住交流促進事業

16 愛知県 豊田市 田舎暮らし案内・定着促進事業

17 三重県 紀北町 「田舎の豊かな暮らし」体験事業

18 奈良県 東吉野村 東吉野村「山の学校」交流の人材づくり事業

19 和歌山県 那智勝浦町 「むららしさ」を伝えるむらの応援隊づくり

20 鳥取県 大山町 そうだ　とっとり大山に行ってみよう！プロジェクト

21 島根県 隠岐の島町 隠岐×学生プロジェクト　～学生が集うエコ島キャンパス交流事業～

22 徳島県 神山町 ワークインレジデンスを活用した創造的移住推進事業

23 高知県 四万十市 四万十市における更に一歩進んだ“攻め”と“守り”の移住支援活動の確立

24 福岡県 八女市 爺婆も頑張って若返り（帰り）大作戦

25 鹿児島県 曽於市 「農商工等・移住体験」サポート支援事業
～都市圏域～曽於市へまるごと移住体験・そして移住へ～

平成23年度

No. 都道府県名 市区町村名 事業名

1 北海道 ニセコ町 ニセコ町長期住まいサポート体制構築事業～地域コンシェルジュサービスの確立へ向けて

2 北海道 上士幌町 「ちょっと暮らし」パワーアップProject～移住交流が育む地域と都市の「新しい笑顔」～

3 山形県 遊佐町 遊佐町農業体験移住交流推進事業

4 茨城県 常陸太田市 常陸太田「笑顔・元気」創出事業～にぎわい創出から潤いへの挑戦～

5 栃木県 鹿沼市 “鹿沼　くら～ねの里”における移住・交流強化プロジェクト

6 千葉県 銚子市 都市住民（学生）と地元住民による銚子の暮らし文化・魅力発見交流事業

7 神奈川県 綾瀬市 綾瀬型観光創出プロジェクト事業　
（あやせサイクルツアー事業、地場産物PR事業、観光創出アドバイザー事業）

8 新潟県 上越市 「食のまかない力」を体感しよう！　～原材料からの味噌作りを通じた食の自給力体験～

9 新潟県 魚沼市 移住・交流促進による後継者の育成及び集落再生事業

10 石川県 穴水町 能登穴水「田舎の豊かな暮らし」推進事業

11 石川県 珠洲市 日置地区　持続可能な地域づくり事業
～里山里海生活体験モニターツアー～

12 福井県 大野市 越前おおの暮らしの応援事業

13 福井県 勝山市 かつやま田んぼのオーナー事業

14 山梨県 身延町 「新たな住まい手」と「地域」のマッチング事業

15 長野県 飯島町 おいでんなんしょ！いいじま～いなか暮らしの楽しみ方
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No. 都道府県名 市区町村名 事業名

16 長野県 佐久市 移住定住・交流推進事業

17 岐阜県 高山市 飛騨高山ふるさと暮らし・移住交流促進事業

18 岐阜県 白川町 白川町特産品産地体験ツアー

19 愛知県 東栄町 古戸地区の年間を通じた交流居住活動
～古戸を第２のふるさとにしませんか？～

20 三重県 津市 楽しい田舎暮らし応援事業

21 京都府 京丹後市 移住・交流推進支援事業

22 京都府 南山城村 南山城村移住・交流プラットフォーム事業

23 大阪府 和泉市 ファームステイ和泉モデル事業

24 兵庫県 淡路市 淡路暮らしまるごとサポート事業

25 岡山県 井原市 井笠広域田舎DEおとな留学プロジェクト

26 岡山県 奈義町 奈義の魅力発掘体験プロジェクト

27 広島県 江田島市 えたじまモニターツアー

28 山口県 周南市 中山間地域交流定住促進事業

29 山口県 長門市 住んでみんさい～NAGATO�ウェルカムプロジェクト～

30 徳島県 那賀町 那賀町移住交流ブランドデザイン創出事業
～“なかはなかなかいいいなか”移住交流プロモーション作戦～

31 高知県 中土佐町 時空を超えた元気と交流するプロジェクト

32 福岡県 飯塚市 地域資源を活かした～人と食～交流プロジェクト事業

33 福岡県 糸島市 糸島よかとこ宣伝事業～すんでみらんね糸島に～

34 佐賀県 鹿島市 マチと鹿島市をつなぐニューツーリズム事業

35 長崎県 平戸市 平戸市地域めぐりあい創出事業

36 長崎県 松浦市 まつうら移住・交流・体験事業

37 熊本県 荒尾市 ARAO移住・交流受入“土壌づくり”事業

38 宮崎県 都城市 都市住民に送る『田舎の魅力』発見プロジェクト

39 宮崎県 日南市 日南いいもの発信事業

40 宮崎県 西都市 定住促進事業（都市部PR事業、お試し滞在事業、空家バンク事業）

41 鹿児島県 枕崎市 「古民家再生！から始まる里山の暮らし」体験事業

42 鹿児島県 霧島市 おじゃんせ霧島推進事業

平成24年度

No. 都道府県名 市区町村名 事業名

1 北海道 八雲町 八雲町移住プロモーション事業

2 青森県 南部町 北のフルーツパーラー・伝統芸能による誘客事業

3 岩手県 一関市 地域住民の交流事業

4 岩手県 一戸町 どん栗村の山里暮らし体験塾

5 宮城県 石巻市 東日本大震災ボランティアへの移住促進事業

6 秋田県 横手市 移住コンシェルジュの設置による移住促進事業

7 山形県 長井市 ふるさと定住なが～い交流促進事業

8 福島県 小野町 そうだ！「おのまち」に行ってみよう！

9 福島県 鮫川村 食と里山暮らし体験による都市と村の絆づくり事業

10 群馬県 南牧村 『なんもく暮らし体験民家』設置事業

11 埼玉県 伊奈町 2012　バラまつり
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資 料 編

③ 移住・定住・交流推進支援事業助成実績　

No. 都道府県名 市区町村名 事業名

12 埼玉県 秩父市 「秩父・パワーストーン巡礼」による地域活性化事業

13 千葉県 木更津市 移住者のネットワーク化・交流促進事業

14 東京都 荒川区 交流都市フェアin日暮里

15 神奈川県 秦野市 うちほぉのうめぇもん、食ってってけぇろ～秦野の農村レストラン

16 神奈川県 小田原市 小田原特産品開発プロジェクト

17 新潟県 南魚沼市 田んぼの学校　南魚沼産コシヒカリ栽培体験交流事業

18 石川県 七尾市 ヒト・モノ・情報が集まる“市”＝地域の交流拠点創出による「住みたくなる地域づくり」事業

19 福井県 鯖江市 うるしの里河和田　人で賑わうまちづくりモデル事業

20 山梨県 早川町 赤沢宿の新たな講づくり

21 長野県 阿智村 阿智村定住者誘引プロジェクト

22 岐阜県 揖斐川町 揖斐川町移住・定住施策「田舎暮らし」推進事業

23 静岡県 小山町 自転車のまちづくり事業

24 愛知県 豊根村 心のふるさと富山作り事業

25 三重県 紀宝町 光の祭典in紀宝

26 滋賀県 東近江市 東近江市体験交流型旅行

27 京都府 和束町 春を呼ぶ茶源郷からの灯り

28 大阪府 交野市 天の川七夕出会い事業

29 兵庫県 丹波市 丹波ツーリズムによる地域再生・地域活性化

30 奈良県 香芝市 香芝市関屋地域　地域交流促進事業

31 和歌山県 紀美野町 紀美野移住・交流による地域活性化支援事業

32 鳥取県 倉吉市 明倫ポータルハウス＆ゲストハウス、コミュニケーションカフェ事業

33 島根県 江津市 「たすけ愛で支えあう命のふるさと松平」づくり事業
～大学の過疎地域研究と連動した支え合いの仕組みづくり～

34 島根県 邑南町 耕すシェフ「農園」開設プロジェクト

35 岡山県 津山市 「きてみんちゃい高倉！」交流・定住促進プロジェクト

36 広島県 大崎上島町 住民こぞって「島の肝煎り」発掘・育成事業～来てみんさい、見てみんさい、住んでみんさい～

37 山口県 柳井市 大畠地区「埋もれた地域資源」魅力交流事業

38 徳島県 東みよし町 空き家改修　～交流拠点基地整備事業～

39 愛媛県 内子町 うちこんかいプロジェクト

40 高知県 三原村 三原村伝承芸能保存会活動事業

41 福岡県 みやこ町 定住促進のためのライフスタイル創造・交流事業

42 福岡県 みやま市 ほたる火まつりイベント事業

43 長崎県 対馬市 「次世代の豊かさ」創出事業

44 長崎県 島原市 島原の千の物語　～地域の現状＝今の物語を語り学び合い、地域の未来の物語をつくる～

45 熊本県 玉名市 耕作放棄地と竹林を活用した移住促進事業

46 熊本県 八代市 子どもがつくるマチとムラの架け橋「農村キッズな（絆）プロジェクト」

47 大分県 竹田市 宮城地区の元気をとりもどす！プロジェクト

48 宮崎県 串間市 定住化等推進事業

49 鹿児島県 屋久島町 口永良部島における移住コンシェルジュ駐在シェアハウスの整備

50 鹿児島県 大崎町 田舎で体験「スローライフ」、食と農の体験事業

51 沖縄県 糸満市 米須村まるごと生活博物館交流事業
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平成25年度

No. 都道府県名 市区町村名 事業名

1 北海道 美深町 北・ほっかいどう移住・交流推進事業

2 北海道 東川町 「ひがしかわ�de�学ぶ！・働く！」

3 青森県 藤崎町 福島地域みんなのふれあい事業

4 岩手県 西和賀町 西和賀町グリーン・ツーリズム推進事業

5 宮城県 石巻地区広域
行政事務組合 圏域復興支援事業（石巻圏域復興祭）

6 秋田県 大館市 忠犬ハチ公のふるさとをあなたのふるさとに！プロジェクト

7 山形県 白鷹町 伝統工芸村「深山工房　登り窯」再建による交流推進プロジェクト

8 福島県 西会津町 空家情報バンク整備事業

9 茨城県 那珂市 カミスガツアーズ・なかなか楽しいおしごとたいけん

10 群馬県 みなかみ町 みなかみ町藤原地区古民家再生プロジェクト

11 埼玉県 本庄市 地域資源（伝統文化・農業・芸術等）を活かした移住・交流による地域活性化事業

12 千葉県 市川市 「ガーデニング・シティ・いちかわ」事業

13 東京都 新島村 新島村地域活性化支援事業

14 神奈川県 真鶴町 魚付き林ー「漁師村」移住促進・体験交流事業ー

15 新潟県 上越市 体験しよう！上越暮らし
（移住体験ツアーと移住体験受入施設整備）

16 新潟県 長岡市 Ｉターン若者の定住促進に向けた都市と農山村の交流事業

17 富山県 高岡市 千保川・未来プロジェクト・クルーズ事業

18 石川県 加賀市 赤瓦と煙出しの里　加賀ひがしたに交流促進事業

19 福井県 若狭町 若女将インターン事業

20 長野県 売木村 売木村田舎暮らしすすめ塾

21 長野県 小諸市 「暮らしたい集落」ふれあい企画～移住支援体制づくり

22 岐阜県 郡上市 「いとしろ子育て移住推進」仕組みづくり事業

23 静岡県 三島市 駿豆線沿線の「食・物産・魅力」を活用した交流促進事業

24 愛知県 豊田市 田舎を語ろう！全国くるま座ミーティング事業

25 三重県 御浜町 みかんボランティアプロジェクト（MVP）

26 滋賀県 近江八幡市 空き家改修・交流拠点基地整備事業

27 滋賀県 高島市 官民連携による移住・交流機会の創造～若年層の地域定住化をめざして～

28 京都府 福知山市 夜久野地域固有の伝統技術「丹波漆」に関わる交流事業

29 京都府 伊根町 伊根町交流型観光推進事業

30 大阪府 豊中市 （仮）音楽あふれるまち・とよなか　被災地応援コンサート
～音楽で絆を深めよう～

31 兵庫県 洲本市 あわじ暮らし支援施設整備事業

32 兵庫県 養父市 田舎暮らしサポート事業

33 奈良県 宇陀市 宇陀カエデの郷づくり事業

34 和歌山県 和歌山市 和歌山電鉄沿線の地域活性化事業

35 鳥取県 智頭町 農業がつなぐ智頭と都市の交流活性化事業

36 島根県 西ノ島町 御輝鮑（おきあわび）地域でデザイン！プロジェクト

37 岡山県 久米南町 地域活性化推進事業

38 広島県 福山市 福山うずみフェスタ

39 山口県 周防大島町 周防大島定住促進事業

40 徳島県 美波町 木岐のきてみて、ナットク！海の幸体感事業

27-108272_30年のあゆみ.indb   130 2015/09/15   10:43:14



131

資 料 編

③ 移住・定住・交流推進支援事業助成実績　

No. 都道府県名 市区町村名 事業名

41 香川県 さぬき市 来て見て知って「LOVEさぬき市」事業

42 愛媛県 伊予市 若返り玉手箱～移住交流で学校を救え～

43 高知県 須崎市 すさきで暮らそう！須崎移住交流活性化プロジェクト！

44 福岡県 飯塚市 筑豊５市連携事業　「おどり」と「食」の祭典2013

45 福岡県 柳川市 よかばんも～柳川ブランド推進事業

46 佐賀県 江北町 空き家再生による移住・定住支援事業

47 長崎県 東彼杵町 東そのぎの夏休み　“田舎”暮らしプロジェクト2013

48 熊本県 上天草市 母になるあなたへ
～人・食・農の体験塾　交流促進モニターツアー

49 大分県 豊後高田市 都市から地方へ“ワンランク上”の豊後高田市移住者全力応援プロジェクト

50 宮崎県 日向市 「牧水のふるさと」観光まちづくり事業

51 宮崎県 木城町 平成25年度木城町農家民泊

52 鹿児島県 肝付町 きやんせ促進支援事業

53 鹿児島県 瀬戸内町 「癒しの島」瀬戸内町移住促進事業

54 沖縄県 伊江村 伊江島シーサイドホースパーク支援事業

平成26年度

No. 都道府県名 市区町村名 事業名

1 北海道 名寄市 合宿による交流のまちづくり事業

2 北海道 秩父別町 秩父別町移住交流プロジェクト
（移住基盤の整備に向けた都市と農村の交流加速化対策）

3 青森県 田子町 田舎暮らし体験事業

4 岩手県 野田村 のだ村に暮らすのだ！～ふれ愛アッププロジェクト～

5 秋田県 美郷町 秋田県美郷町ふる郷体験ツアー

6 山形県 小国町 小玉川地域拠点づくり推進事業

7 福島県 国見町 国見町女性応援団100人ツアー

8 茨城県 かすみがうら市 かすみがうら市空き家バンク整備事業

9 栃木県 真岡市 まちなか保健室事業

10 群馬県 桐生市 桐生市まちいなか暮らしのススメ　～定住促進事業の拡充～

11 千葉県 南房総市 来たれ、ミナミボウソウ的起業人！

12 神奈川県 綾瀬市 あやせ観光まちづくり事業

13 新潟県 十日町市 都市と地域が協働で里山・棚田を守る棚田保全プロジェクト

14 富山県 南砺市 都市と農村との交流を活かしたTOGA善味（ゼミ）事業

15 石川県 七尾市 ななお暮らし促進事業

16 福井県 小浜市 来たい！住みたい！戻りたい！小浜活性化プロジェクト

17 福井県 越前市 コウノトリしらやまファンクラブ交流事業　
～しらやま水の里の旅～

18 山梨県 山梨市 田舎暮らしを地域で応援！移住・交流推進事業

19 長野県 須坂市 信州須坂移住支援事業

20 長野県 大町市 移住・交流定住促進協働事業

21 岐阜県 恵那市 住んでよし、訪れてよし、田舎暮らしの上矢作
～自然資源を活用したエコツアーによる交流人口の増加をめざす～

22 静岡県 松崎町 時間距離の長さに挑戦、誘客そして定住促進へ
～美しい小さな町のスローフード～
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No. 都道府県名 市区町村名 事業名

23 愛知県 東栄町 森の仕事とアート体験事業

24 三重県 熊野市 都市と過疎地域における誘客交流推進事業

25 京都府 南丹市 京都丹波の農家宿泊体験・交流による地域活性化事業

26 奈良県 東吉野村 東吉野村山の学校間伐材等有効活用事業

27 兵庫県 篠山市 まちむら交流による農業振興とお年寄りの居場所づくり事業

28 和歌山県 紀の川市 紀の川スマートファーム交流事業

29 岡山県 瀬戸内市 大学生との交流拠点及び移住希望者の受け入れ体制整備事業

30 広島県 呉市 くれ絆倶楽部

31 徳島県 阿波市 阿波市まちづくり移住支援事業

32 愛媛県 西予市 ペリー来航の地から明浜へ！

33 高知県 高知市 中山間地域親子ふれあい交流・移住推進事業

34 福岡県 直方市 大関魁皇銅像除幕式及び序幕記念腕相撲大会

35 佐賀県 多久市 交流から始まるたくプロジェクト

36 長崎県 五島市 「五島体験」地域間交流推進事業

37 熊本県 高森町 体験交流プログラム「高森じかん」

38 大分県 日出町 日出町活学（いきがく）連携事業

39 宮崎県 日南市 良質に出会うための日南いいもの発信事業

40 鹿児島県 薩摩川内市 移住促進支援事業

平成27年度

No. 都道府県名 団体名 事業名

1 北海道 当別町 当別町で経験を活かしませんか！（移住体験と合わせた就業活動）

2 北海道 利尻町 東京圏から利尻町への移住促進事業

3 青森県 おいらせ町 婚活イベント事業実行委員会補助事業

4 岩手県 遠野市 「で・くらす遠野」定住促進プロジェクト

5 宮城県 多賀城市 多様な主体が連携・協働する多機能型コミュニティ活動促進事業

6 秋田県 横手市 移住先輩と語る「田舎暮らし本音トーク」と体験交流事業

7 山形県 酒田市 空き家お試し移住モデルinさかた「日本西海岸計画」

8 山形県 鮭川村 鮭川村農都交流プロジェクト2015

9 福島県 金山町 金山町の暮らしぶり体験ツアー

10 茨城県 常陸太田市 折橋地区文化財「金波寒月」酒蔵修復・活用による地域コミュニティーステーション整備と交
流事業による雇用創出

11 栃木県 茂木町 都市農村交流促進事業

12 群馬県 藤岡市 空き家を利活用した移住・定住・交流推進事業

13 埼玉県 行田市 第30回さきたま火祭り

14 千葉県 いすみ市 いすみ市おもてなしサポートガイド

15 東京都 青梅市 おそきDEプチ田舎暮らし・子育てHAPPY事業

16 神奈川県 三浦市 自然派？創造派？あなたはどっち派？ぴったりのライフスタイルが見つかる三浦においでよ

17 新潟県 阿賀野市 阿賀野市民交流まつり～揚北衆戦国ものがたり・地場産うまいもんの陣～

18 富山県 立山町 都市から立山町へ！二地域居住をすすめる農業体験・交流事業

19 福井県 若狭町 熊川賑わい創出推進事業

20 山梨県 早川町 小学校保護者が企画・実施する移住体験モニターツアー
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③ 移住・定住・交流推進支援事業助成実績　

No. 都道府県名 団体名 事業名

21 山梨県 北杜市 子育て世代　移住・定住促進事業

22 長野県 茅野市 茅野市移住体験住居整備事業

23 長野県 長野市 田舎暮らしを全部盛り！「移・職・住フェアin長野市」

24 岐阜県 各務原市 CM制作ワークショップ事業

25 静岡県 藤枝市 稲葉ふるさと暮らし体験推進事業

26 三重県 津市 二地域居住等推進事業

27 滋賀県 高島市 つながり活きる高島のための移住・Ｕターン推進事業

28 京都府 和束町 まちづくり体験型　茶源郷交流エリア「緑泉コース」整備事業

29 大阪府 河内長野市 奥河内暮楽部立ち上げ支援事業

30 兵庫県 養父市 農業特区養父市　やぶいなか体験村事業

31 兵庫県 新温泉町 海・山・温泉　まるごと体験交流事業

32 奈良県 宇陀市 「マルカツ」中継ぎの家　再生活用事業

33 和歌山県 串本町 移住・定住・交流推進支援事業

34 鳥取県 八頭町 「若桜谷のじいちゃん・ばぁーちゃんに会おう帰ろう」空き家活用による移住定住推進事業

35 島根県 雲南市 都市圏大学生等と地域による交流ゾーン形成を通じた交流・賑わい創出事業

36 岡山県 美咲町 空き家低価格管理再生―移住しやすい地域創生事業

37 岡山県 瀬戸内市 備前福岡地域資源を活用したものづくりによる交流促進・地域活性化事業

38 岡山県 真庭市 「里山資本主義　真庭」未来への挑戦

39 山口県 柳井市 平郡島移住・定住・交流推進事業

40 徳島県 鳴門市 クリエイティブシティなると推進事業

41 徳島県 佐那河内村 移住交流推進アクションプラン実施事業

42 香川県 土庄町 見たい食べたい会いたい、小豆島で暮らしたい！プロジェクト

43 愛媛県 宇和島市 いなかのリクナビ＆スーモ　～若者が集まるハブ拠点づくり～

44 高知県 四万十町 移住サポーター研修事業～地域の受け皿整備で移住から定住へ～

45 福岡県 糸島市 子育て世代応援サイト”いとネット”事業

46 福岡県 遠賀町 駅南地区の移住交流にぎわい創出事業

47 佐賀県 武雄市 武雄市定住促進事業

48 長崎県 対馬市 文化の潮目～若者と地域住民との交流拠点を学生の手で～

49 熊本県 菊池市 集落・定住支援センター整備事業

50 大分県 宇佐市 宇佐市移住促進プロジェクト

51 宮崎県 宮崎市 空き家バンクシステム構築及び相談員設置事業

52 鹿児島県 南九州市 観光まちづくりの力を石垣商店街に！空き家再生，地域の拠点づくり
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④ 移住・定住に関する推進体制整備支援事業助成実績　
平成26年度

No. 都道府県 団体名 事業名

1 滋賀県 高島市 移住・定住に関する推進体制整備支援事業

2 岡山県 真庭市 移住・定住に関する推進体制整備支援事業

3 徳島県 佐那河内村 移住・定住に関する推進体制整備支援事業

平成27年度

No. 都道府県 団体名 事業名

1 神奈川県 真鶴町 移住・定住に関する推進体制整備支援事業

2 愛媛県 伊予市 移住・定住に関する推進体制整備支援事業

3 大分県 竹田市 移住・定住に関する推進体制整備支援事業

⑤ 地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業助成実績　
平成27年度

No. 都道府県名 団体名 事業名

1 北海道 室蘭市 室蘭地域のICTを活用した「まちの魅力」発信担い手育成事業

2 北海道 東川町 再生可能エネルギー活用による地域のエネルギー自給促進事業

3 岩手県 岩手町 日本最古のキャベツ産地から“誇り”を持てる地域づくり

4 岩手県 野田村 “荒海団が村を救う”海はみんなのふるさとプロジェクト

5 山形県 川西町 世代がつながる地域づくり担い手育成事業

6 福島県 南会津町 全員参加のむらづくりによるたのせ集落活性化事業

7 茨城県 日立市 創業支援施設活用事業補助

8 新潟県 十日町市 農家レストラン「ちょこっと」開設事業

9 新潟県 津南町 旧上郷中学校再生計画－「劇場型レストラン」プロジェクト

10 石川県 七尾市 『木と火を愛でる里人ゲストハウス』設立事業

11 三重県 志摩市 次世代協働プロジェクト事業

12 滋賀県 東近江市 滋賀県東近江市蒲生地区　地域の拠り所創造事業

13 兵庫県 丹波市 丹波市「ふるさと・みらいを創る」人材育成事業

14 奈良県 吉野町 木と火と水のある暮らし～地域エネルギープロジェクト・吉野～

15 鳥取県 米子市 米子まちなか空き家活用プロジェクト“わだや小路”事業

16 徳島県 牟岐町 牟岐出羽島地区交流事業『ほっと・出羽島』

17 徳島県 美波町 海女の文化を未来遺産につなぐプロジェクト

18 徳島県 三好市 マチトソラ芸術祭2015（仮）

19 高知県 津野町 しらいし元気プラン事業

20 熊本県 山都町 ～山都のまんまが伝える「心のふるさと」づくり～
山都のそのまんま・「まんま学校（山の幼稚園）（仮）」開催

21 熊本県 南関町 土曜活動「南関町子ども寺子屋塾」

22 宮崎県 椎葉村 しいば土俵振興事業

23 宮崎県 日之影町 日之影水源の里振興事業

24 沖縄県 久米島町 久米島の教育魅力化による教育移住促進事業

➡ 本編 P27

➡ 本編 P27
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⑥ 地域づくりアドバイザー事業助成実績　
平成17年度
No. 都道府県 団体名 テーマ

1 北海道 小樽市 「小樽市観光基本計画」策定
2 北海道 下川町 自治基本条例の制定
3 北海道 上士幌町 温泉を活用したリゾートづくり事業
4 青森県 三沢市 三沢市にふさわしいイベントのあり方について
5 岩手県 水沢市 地域活動の活性化に関する「水沢地区コミュニティ計画」の策定
6 岩手県 釜石市 金属系生体材料産業創出事業
7 宮城県 丸森町 丸森型グリーン・ツーリズム事業
8 宮城県 多賀城市 市民協働のまちづくりの推進
9 宮城県 塩竃市 個店ネットワーク事業
10 秋田県 八竜町 NPOが誕生しやすい・活動しやすい環境づくり
11 山形県 鶴岡市 羽黒街道周辺環境を考える
12 山形県 長井市 地場産品の製品開発と販路拡大
13 福島県 西郷村 地場産品の新商品開発等に関してのアドバイス
14 福島県 会津若松市 高齢者いきいきプランづくり
15 福島県 只見町 只見町振興計画（総合計画）の策定
16 群馬県 高崎市 緑のコーディネーター養成講座
17 群馬県 上野市 上野村体験型観光・農業観光の推進について
18 埼玉県 日高市 自治基本条例の制定について
19 千葉県 木更津市 PPP導入に向けたガイドライン策定事業について
20 千葉県 富津市 特産物及び物産館を活用した地域の活性化
21 千葉県 和田町 海・山の交流拠点づくり
22 東京都 八王子市 郊外型地域社会におけるコミュニティづくりの指針
23 新潟県 柏崎市 新市総合計画の策定について
24 富山県 小矢部市 桜町遺跡を活用したまちづくり・地域振興
25 福井県 若狭町 熊川宿まちづくり型経済活動の推進
26 長野県 上伊那広域連合 「伊那木曽連絡道路開通後の上伊那地域への影響と広域的な観光の地域づくり体制の課題」
27 長野県 南信州広域連合 ビジットジャパン計画を契機とした海外からの誘客による地域振興
28 長野県 下條村 親田辛味大根の特産商品化を進める調理方法の研究
29 岐阜県 郡上市 グリーンツーリズムによる地域おこし
30 愛知県 知立市 市民参画・協働プログラム策定
31 愛知県 新城市 起業で地域を元気に
32 三重県 熊野市 駅前・木本町まちづくり事業（駅前景観整備事業）
33 滋賀県 湖南市 まちづくり基本条例策定に向けて
34 京都府 京丹後市 合併新市総合計画策定事業
35 京都府 精華町 健康づくり計画策定事業
36 大阪府 八尾市 八尾市情報化推進計画策定に係る支援
37 兵庫県 明石市 市民との協働推進事業
38 兵庫県 加古川市 鶴林寺周辺の魅力ある街並みをリードする公共空間における景観デザイン計画
39 奈良県 宇陀市 「健康おおうだ21計画」推進評価事業
40 和歌山県 御坊市 福祉ビジネス創造指導事業
41 島根県 安来市 安来市産業振興戦略の立案
42 岡山県 倉敷市 健康くらしき21策定事業
43 広島県 大竹市 移転後の商店会及び商店の活動について
44 山口県 宇部市 市民協働推進条例（仮称）の制定
45 徳島県 上勝町 持続可能な地域社会づくり
46 愛媛県 西条市 中心商店街活性化について
47 高知県 奈半利町 地域資源を活用した町の活性化アドバイス事業
48 高知県 檮原町 子育て支援体制の確立について
49 福岡県 甘木市 学習・交流施設「あまぎ水の文化村」を活用した地域の活性化
50 福岡県 福岡市 コミュニティビジネスの振興
51 鹿児島県 薩摩川内市 自立したコミュニティ活動

➡ 本編 P27
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平成18年度
No. 都道府県 団体名 テーマ

1 北海道 滝川市 菜の花トラストの設立
2 北海道 雄武町 地方分権時代の総合計画づくり
3 青森県 八戸市 公共交通再生プランの策定と環境にやさしい交通戦略
4 岩手県 滝沢村 滝沢村特産品開発
5 宮城県 蔵王町 蔵王町観光基本計画の策定について
6 山形県 酒田市 観光戦略検討実践会議　～滞在型観光及び広域観光ルートの検討～
7 福島県 白河市 特産品開発及び直販所を活用した地域の活性化
8 茨城県 守谷市 協働のまちづくり
9 埼玉県 騎西町 国道122号周辺土地利用
10 千葉県 佐倉市 地域コミュニティにおける市民協働型社会の構築
11 千葉県 鋸南町 賑わいのあるまちづくり
12 東京都 町田市 健康で楽しく暮らすことのできるまちづくりの推進
13 東京都 東久留米市 情報化社会における市民活動支援のデザイン
14 神奈川県 逗子市 コミュニティ・ビジネスの創業促進
15 新潟県 胎内市 野草などの地域素材を活用した健康づくり活動
16 新潟県 長岡市 「ながおかヘルシープラン21」の推進及び中間評価について
17 石川県 白山市 ソフトを活用した白山麗地域の未来創造（過疎対策）
18 福井県 越前市 越前市総合計画（基本構想・基本計画）の策定
19 山梨県 南アルプス市 藤田区における防災のまちづくり事業
20 長野県 原村 スローライフと地域資源・特性の融合による体験・滞在型観光
21 長野県 飯島町 町の資源（素材）と人を活かした体験型観光事業
22 長野県 天龍村 小規模過疎町村における住民参加による協働型むらづくり
23 岐阜県 山県市 市民・職域・行政が一体となって取り組む健康づくり（市民の健康度アップに向けた、地区組織設立への取り組み）
24 静岡県 島田市 生涯学習推進大綱の策定
25 愛知県 岩倉市 五条川桜並木の保存会設立準備勉強会
26 愛知県 大治町 ウォーキングマップの作成
27 京都府 京丹波町 住民参画のまちづくり（地域振興組織を核にした地域まちづくり）
28 大阪府 枚方市 市民と行政の協働について「自治会の活性化の方策」
29 兵庫県 篠山市 男女共同参画社会の実現のため、現行の篠山市男女共同参画を改定し、現状に即した実効性のある施策を展開する
30 兵庫県 播磨町 播磨町公共施設利用促進計画の策定
31 奈良県 吉野町 世界の目から見た日本・・・そして故郷吉野
32 和歌山県 古座川町 古座川フィールドミュージアム構想
33 鳥取県 北栄町 コナンの里づくり（観光資源の整備）
34 鳥取県 日吉津村 コミュニティ計画づくり推進事業
35 鳥取県 伯奢町 地域ブランド育成事業
36 島根県 大田市 地域資源・第３セクター施設を活用した産業振興
37 島根県 隠岐の島町 過疎地域における市町村合併後の地域づくりのあり方について（高齢者・女性を中心としたコミュニティビジネスの展開）
38 広島県 福山市 「（仮称）福山市食育推進基本計画」策定業務
39 広島県 府中町 住民参加・参画の健康づくり（夢プラン健康ふちゅう21実践活動）
40 徳島県 徳島市 再開発ビルにおける文化施設整備（音楽・芸術ホール）について
41 高知県 中芸広域連合 中芸広域体育館「結いの丘ドーム」の有効活用
42 高知県 南国市 市民との協働による介護予防の推進リーダーの養成のために
43 福岡県 立花町 「地域づくりワークショップ」
44 佐賀県 武雄市 新市総合計画策定事業
45 長崎県 波佐見町 観光商品開発事業（地域経済の振興に関する分野）
46 宮崎県 都城市 都城市市民公益活動推進基本計画策定
47 鹿児島県 奄美群島広域事務組合 奄美TIDAネシア塾の開催
48 沖縄県 沖縄市 芸術文化活動を支える専門スタッフの養成
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⑥ 地域づくりアドバイザー事業助成実績　

平成19年度
No. 都道府県 団体名 テーマ

1 北海道 北広島市 男女平等参画プラン改訂事業
2 北海道 余市町 ボランティア活動と「協働のまちづくり」
3 北海道 美唄市 「食」と「道の駅」による地域産業の活性化
4 青森県 三沢市 総合計画に基づく地域活性化について
5 岩手県 紫波町 農村地区コミュニティビジョンづくりモデル事業
6 宮城県 塩竃市 塩竃港旅客ターミナル（マリンゲート塩釜）の振興戦略について
7 宮城県 多賀城市 目標管理をベースにした行政評価の取組
8 宮城県 本吉町 地域資源を有効に活用した総合産業化の推進

9 秋田県 秋田市 秋田市大森山動物園再整備基本構想の策定
動物園を変えた園長の話：地方における21世紀の動物園の将来像を考える

10 山形県 庄内町 誘客の拡大による経済波及効果の創出
～東北屈指の清流・立谷沢川の地域資源を活かした滞在型ツーリズムの推進による地域活性化の取り組み～

11 山形県 遊佐町 遊佐町デマンド交通システム等導入
12 福島県 会津若松市 障がい者を取り巻く５つの仕組みづくり
13 茨城県 日立市 日立市北部山間地域振興方策検討事業
14 栃木県 矢板市 市民が主体のまちづくりの推進
15 群馬県 上野村 第三セクターの上手な経営管理について
16 埼玉県 和光市 和光市文化行政基本方針策定
17 埼玉県 鳩山町 『ガラス工芸体験工房（ガラス工芸品販売所併設）』経営への助言
18 千葉県 木更津市 地域密着型ポータルサイト『木更津CoN』を基盤にした域内事業者の競争力等の強化
19 千葉県 大網白里町 住民参加条例（仮称）の制定について
20 東京都 足立区 メタボリックシンドロームに着目した糖尿病予防
21 東京都 福生市 市民活動の啓発及び推進事業
22 東京都 多摩六都科学館組合 魅力ある地域づくりイベントプログラムの策定
23 神奈川県 真鶴町 男女共同参画計画作成事業
24 新潟県 魚沼市 「全国区魚沼を作る」　～全国に通じる魚沼の可能性を探る～
25 新潟県 妙高市 障がい者アート展
26 福井県 敦賀市 「敦賀港みなと観光交流促進計画（仮称）」と敦賀港の魅力創出
27 山梨県 北杜市 北杜市のイベントを考える
28 長野県 下諏訪町 「下諏訪力」を活かした協働のまちづくり
29 長野県 上伊那広域連合 マーケティングに基づくイメージ戦略と官民連携による広域観光について
30 長野県 喬木村 「自然が仲間　元気な氏乗」地域活性化に向けて
31 岐阜県 郡上市 郡上市男女共同参画基本計画策定事業
32 静岡県 湖西市 市職員の提案による市民協働の推進方策
33 愛知県 一宮市 市民活動アドバイザー事業
34 愛知県 稲沢市 市民が幸せを実感できるまちづくり　～市民参加条例の策定～
35 三重県 尾鷲市 地域資源を活用したコミュニティビジネス等による「特産品開発及び観光振興」実践プラン
36 滋賀県 長浜市 地域に住んでいる人が、みんなで地域のことを考え、実践するまちをめざして
37 大阪府 八尾市 地域主体による交通手段の維持・確保を図る機運の構築
38 大阪府 羽曳野市 古市東地区のまちづくり
39 兵庫県 明石市 地域福祉計画の推進
40 兵庫県 但馬広域事務組合 但馬地方拠点都市地域基本計画・但馬ふるさと市町村圏計画次期計画策定
41 和歌山県 和歌山市 観光事業の構築について
42 鳥取県 智頭町 「いきいき」としたまちづくりに向けて
43 島根県 邑南町 邑南ブランドの確立と戦略
44 岡山県 美作市 ６次化商品開発
45 山口県 周南市 素朴さを生かした交流の島づくり～芸術をテーマに～
46 香川県 高松市 子どもの居場所づくり指導者養成事業
47 香川県 まんのう町 まんのう町の観光資源の整備及び特産品の開発
48 高知県 檮原町 森林セラピーを活かした地域活性化について
49 大分県 玖珠町 高速玖珠IC前ふれあい広場整備による地域の活性化
50 鹿児島県 出水市 自治基本条例の策定に向けて
51 鹿児島県 志布志市 「志」のまち推進事業
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平成20年度
No. 都道府県 団体名 テーマ

1 北海道 訓子府町 自治基本条例の制定をめざして
2 北海道 栗山町 くりやまブランド創出・推進のための研究
3 北海道 日高町 優駿のふる里を舞台とした競馬と観光の融合
4 北海道 別海町 協働のまちづくり推進事業
5 青森県 野辺地町 商店街活性化計画の策定
6 青森県 八戸市 持続可能な地域バス交通網の構築
7 岩手県 滝沢村 地区型商店街の活性化について
8 宮城県 岩沼市 男女共同参画推進計画の策定
9 秋田県 三種町 既存イベントを企業が協賛してくれる観光イベントに改革する
10 山形県 白鷹町 白鷹町観光交流推進計画実践「白鷹プロジェクト」の取組み

11 福島県 会津美里町 住民と行政でともに作る「情報共有」と「住民参加」のまちづくりのルール～住民と行政とがともに考え行
動する協働のまちづくりの実現に向けて～

12 茨城県 常陸大宮市 常陸大宮市の豊かな自然を活かしたまちづくり
13 栃木県 那須塩原市 市民と行政が一体となって取り組む介護予防推進事業
14 群馬県 桐生市 歴史的建造物を活用したまちづくりにおける景観形成
15 埼玉県 春日部市 地域振興拠点内「市民活動センター（仮称）」整備計画について
16 埼玉県 吉川市 配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画（仮称）の策定
17 千葉県 栄町 「健康づくり」がまちづくりの一歩
18 東京都 豊島区 「としま健康応援隊」地域リーダー育成事業

19 東京都 立川市 80歳になっても「自分の健康は自分でつくりたい、まもりたい」と思えるまちづくり～『健やかたちかわ21
プラン』を市民との協働で実現するために～

20 新潟県 糸魚川市 男女共同参画の視点で地域活動に参画する女性リーダーの養成
21 新潟県 三条市 地域資源を活かした魅力ある産業イベントの創出
22 石川県 加賀市 大聖寺十万石城下町史蹟再生事業
23 石川県 羽咋市 地域資源を活かし限界集落からの脱却
24 長野県 原村 地域通貨による自立した地域経済の構築
25 愛知県 弥富市 男女共同参画計画の推進
26 三重県 南伊勢町 定住促進対策を目的とした出会い交流（花嫁対策）事業の計画・実施について
27 滋賀県 大津市 部局横断的な「協働のまちづくり」推進のための仕組みづくり
28 滋賀県 余呉町 都市農村交流促進施設の連携による新たな効率的運営母体の再構築
29 京都府 城陽市 商店街の活性化（個店の逸品づくり）
30 大阪府 枚方市 自治会の結成・加入促進及び活性化の方策
31 大阪府 吹田市 JR吹田駅周辺におけるにぎわいまちづくり活性化
32 兵庫県 上郡町 持続可能な公共交通計画（ビジョン）の検討
33 奈良県 宇陀市 カエデ・モミジを使った地域の活性化
34 鳥取県 日吉津村 自治基本条例の策定に向けて
35 島根県 雲南市 地域を支え輝かせるコミュニティビジネスの創出
36 岡山県 備前市 （仮称）備前市協働のまちづくり基本条例の策定に向けて
37 徳島県 美馬市 自治会共創と協働によるまちづくり（広域的な自治会活動の取り組み方）
38 徳島県 佐那河内村 農山村の魅力を活かした集落の活性化について

39 愛媛県 愛南町 地域コミュニティー（行政区）を核とした地域防災力の向上　
実施事業：愛南町防災フォーラム「－防災新時代！男女共同参画の災害に強いまちへ－」

40 高知県 奈半利町 特産品開発による地域ブランド育成事業
41 福岡県 筑紫野市 男女共同参画による豊かで活力あるまちづくり
42 福岡県 豊前市 県立築上北高等学校跡地の有効活用
43 佐賀県 伊万里市 情報発信戦略アドバイザー事業
44 佐賀県 鹿島市 「鹿島市における今後の観光戦略に関する助言」
45 長崎県 長崎市 世界遺産登録推進をきっかけとしたまちづくりについて
46 大分県 国東市 国東市元気なまちづくり事業（地域づくりリーダー養成事業）
47 大分県 日田市 地場産品を活用した食事メニュー開発と特産品開発
48 宮崎県 宮崎市 住民主体のまちづくりを展開するための、地域課題の抽出方法
49 宮崎県 延岡市 市民と行政との協働によるまちづくりについて
50 鹿児島県 西之表市 離島・過疎地域における自治再生
51 沖縄県 沖縄市 子どもの文化活動の地域支援
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⑥ 地域づくりアドバイザー事業助成実績　

平成21年度
No. 都道府県 団体名 テーマ

1 北海道 三笠市 「花の街づくり」構想の策定～花街道と谷の中に咲き乱れる花たちが創りだす素晴らしい景観を目指して～
2 北海道 清水町 清水町第5期総合計画の策定
3 青森県 深浦町 農商工連携ビジネスの創出プランにおける調査計画書の作成
4 岩手県 一関市 中の人も・外の人も��みんな楽しい「おまつり」作り
5 宮城県 多賀城市 地元大学を含めた多様な主体の参画による総合計画づくり
6 山形県 上山市 上山型温泉クアオルト（保養地）づくり
7 福島県 矢吹町 事業の振り分け～行政・民間・町民のあり方～
8 茨城県 土浦市 地域資源を活用した国民宿舎の改善策の検討
9 栃木県 那須町 那須町総合運動公園整備
10 群馬県 前橋市 地域づくり推進事業
11 埼玉県 上尾市 市地域福祉計画の推進
12 埼玉県 入間市 中心市街地区域の再活性化策の作成
13 千葉県 四街道市 四街道ブランドの創生
14 東京都 府中市 市と市民の協働による地域の特性を生かした魅力ある公園づくりを目指して

15 東京都 東久留米市 市民・市民活動団体・企業・行政が共感できる市民活動支援のデザイン
～地域資源を活用した市民活動情報発信サイトの構築～

16 神奈川県 真鶴町 自治基本条例構想（案）策定事業
17 新潟県 長岡市 地域資源活用型観光推進事業　全市的観光ボランティアガイド組織設立

18 富山県 砺波市 となみ“もっと”元気事業（地域活性化への企画立案を通して地域参画、仲間作り、青年リーダーや青年団体
を養成し地域の発展、活性化を目指すもの）

19 福井県 池田町 景観によるまちづくり
20 長野県 伊那市 官民一体による観光誘客のパンフレット制作事業
21 長野県 高山村 村の農業と商工観光業との連携による産業振興
22 岐阜県 飛騨市 神岡地区における公共施設の再配置
23 静岡県 清水町 「第４次総合計画の策定」～指標に基づく目標管理～
24 三重県 津市 地域まちづくり計画の策定等に係る調査研究
25 京都府 舞鶴市 10年後の地域産業のあるべき姿を示す「（仮称）産業振興ビジョン」の策定
26 京都府 京丹波町 町民と行政による協働のまちづくりの推進
27 大阪府 東大阪市 市民との協働プラン策定
28 兵庫県 明石市 協働のまちづくり推進組織による地域内分権と地域包括交付金制度研究事業
29 兵庫県 養父市 「養父市総合計画」の改訂策定による地域の総合的な振興
30 奈良県 下北山村 口腔ケア意識向上による健康な地域づくり
31 和歌山県 和歌山市 市民と行政の協働体制の構築による、住みよいまちづくり
32 鳥取県 智頭町 智頭町における民泊の推進
33 鳥取県 伯耆町 協働のまちづくりを担う地域リーダーシップ論
34 島根県 飯南町 地域づくりリーダーの養成
35 岡山県 倉敷市 健康づくりから拡げる地域づくり（「健康くらしき21」の推進）
36 広島県 福山市 「（仮称）自殺対策におけるネットワーク構築」
37 山口県 萩市 萩まちじゅう博物館の推進と市民と一体となったおもてなしの心によるまちおこし
38 徳島県 鳴門市 鳴門市自治基本条例の制定に向けて
39 徳島県 つるぎ町 地域資源を活用した商品・サービスの開発について
40 香川県 三豊市 経済産業省が推進する産業クラスター計画を活用した三豊市の新たな産業振興施策の展開
41 高知県 四万十市 林産物の商品化と販路拡大にむけて
42 福岡県 柳川市 「道の駅」による地域産業の活性化
43 福岡県 上毛町 楽しく継続できる地域づくり活動

44 佐賀県 江北町 佐賀県のへその町である江北町のイメージキャラクター「へそがえる・ビッキー」を活用したスローフード・
スローライフによる地域づくり

45 長崎県 松浦市 地産地消の推進について
46 熊本県 球磨村 球磨村農業振興アドバイザー会議
47 大分県 別府市 持続可能なまちづくり活動の推進（泉まちネットリーダー研修事業）
48 大分県 津久見市 つくみ子ども育成支援行動計画（後期）策定事業津久見市の子育て支援～次代を担う子どもたちのために～
49 沖縄県 石垣市 「石垣市観光基本計画」策定
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平成22年度
No. 都道府県 団体名 テーマ

1 北海道 石狩市 地域住民の意思を反映した特色ある地域づくり
2 北海道 斜里町 まちづくり基本条例策定に向けて
3 北海道 釧路町 地域活動リーダーの育成と地域団体と住民そして役場の連携のあり方
4 岩手県 大船渡市 大船渡市水産業振興計画の策定
5 宮城県 亘理町 観光ボランティアガイド育成事業
6 秋田県 潟上市 八郎湖再生及び地産地消を通じた地域再生事業
7 山形県 最上町 地域づくりを学ぶ
8 山形県 戸沢村 滞在型観光に向けた具体的取組について
9 山形県 小国町 廃校を活用した地域活性化策の検討
10 茨城県 日立市 市北西部山間地地域活性化事業「さとやまグリーンツーリズム講座」
11 茨城県 大子町 企業との連携によるカーボンオフセット事業の推進
12 栃木県 日光市 高齢化集落における地域づくり
13 埼玉県 新座市 ワイナリー整備に向けた研究
14 埼玉県 狭山市 狭山元気大学によるコミュニティビジネスで元気な地域づくり
15 千葉県 柏市 市民との協働によるまちづくりの推進
16 東京都 板橋区 地域ブランドの活用
17 東京都 八王子市 地域づくりサポーター育成の仕組みづくり
18 東京都 国立市 国立ブランドの”はちみつ”を！
19 東京都 瑞穂町 地域コミュニティの活性化
20 神奈川県 相模原市 相模原の恵みを生かしたふれあいの流域づくり
21 神奈川県 綾瀬市 市民活動支援者養成事業
22 新潟県 十日町市 市民と行政の協働実践
23 石川県 小松市 こまつ観光戦略アクションプランの策定
24 石川県 内灘町 まちづくり基本条例の策定にむけた協働のまちづくり
25 福井県 鯖江市 大学との連携による地場産業の鯖江ブランド化
26 岐阜県 中津川市 がんばる地域サポート事業「井戸端交流会」
27 静岡県 焼津市 協働のまちづくり推進プラン策定
28 愛知県 大口町 みんなで創ろう“おおぐちの協働”
29 愛知県 蒲郡市 安心して子育てができる蒲郡を目指して
30 滋賀県 守山市 地域福祉計画の策定
31 滋賀県 多賀町 門前町商店街の疲弊に伴う活性化戦略
32 京都府 福知山市 地域ぐるみの健康づくりを目指して
33 大阪府 池田市 地方分権制度の推進
34 奈良県 天川村 地域の特産品開発
35 奈良県 奈良市 地域防犯アドバイザー
36 和歌山県 広川町 観光と地域産業の活性化
37 鳥取県 日吉津村 第６次日吉津村総合振興計画の策定に向けて

38 鳥取県 鳥取中部ふるさと
広域連合 地域資源を活用した観光商品の造成

39 岡山県 瀬戸内市 市政戦略アドバイザー
40 広島県 庄原市 住民の自治振興区活動への参加意識の醸成と地域リーダーの育成
41 山口県 周防大島町 体験型教育旅行の誘致で地域活性化を
42 徳島県 美馬市 自然環境を活かした体験型農業・体験学習

43 高知県 安芸広域市町村圏
事務組合 第三次「安芸ふるさと市町村圏計画」の策定

44 福岡県 久留米市 市民活動促進に向けた条例案づくり
45 福岡県 大川市 大川市地域福祉計画策定
46 福岡県 朝倉市 地域コミュニティによる地域づくり
47 熊本県 大津町 地区担当職員制度の活性化と地域計画策定のための仕組みづくり
48 熊本県 山都町 高速道路開通を見越したまちづくり
49 宮崎県 小林市 住民と行政との協働によるまちづくり
50 宮崎県 串間市 都井岬観光ガイド養成
51 鹿児島県 霧島市 環境美化・河川環境保全推進員への環境教育
52 沖縄県 国頭村 国頭村中心市街地の魅力ある空間づくりを目指して
53 沖縄県 糸満市 果実農産物を加工した特産品の開発および販売促進
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⑥ 地域づくりアドバイザー事業助成実績　

No. 都道府県 団体名 テーマ

54 沖縄県 豊見城市 市民との協働による総合計画の策定

平成23年度
No. 都道府県 団体名 テーマ

1� 北海道 東胆振地域ブランド
創造協議会 東胆振地域ブランド推進計画について

2� 北海道 湧別町 自治基本条例策定への取り組み
3� 青森県 八戸市 八戸圏域公共交通サバイバル戦略
4� 山形県 米沢市 伝統野菜を活用した地産地消の取組み
5� 埼玉県 熊谷市 熊谷市における産学連携による新産業（環境関連）の創出
6� 埼玉県 杉戸町 繁盛店づくりから始める商店街活性化
7� 千葉県 館山市 都市農村交流拠点の整備による地域農業の活性化
8� 千葉県 木更津市 「道の駅」等交流拠点整備による地域活性化策の検討
9� 千葉県 流山市 流山市市民参加条例の策定に向けて
10� 千葉県 鋸南町 人材育成講座
11� 東京都 東大和市 基本計画の策定と行政評価事業の連動について
12� 神奈川県 開成町 地域資源の６次産業化による開成ブランドの創出
13� 神奈川県 箱根町 箱根町の景観まちづくりの推進
14� 新潟県 村上市 定住の里づくりを目指して
15� 新潟県 胎内市 地元ワインの販売促進
16� 富山県 魚津市 中心商店街活性化のための研修会
17� 石川県 加賀市 加賀市の伝統的建造物群を活かした歴史あるまちづくり
18� 福井県 大野市 化石アドバイザー養成事業
19� 長野県 小諸市 高地トレーニングによる魅力ある地域づくり
20� 岐阜県 岐阜市 地域ブランド創出による岐阜アパレル共同SPA事業の発展的展開
21� 岐阜県 多治見市 多治見市健康づくり計画策定に関する事業
22� 静岡県 牧之原市 地域コミュニティの活性化に向けた自治会組織のあり方検討
23� 愛知県 碧南市 協働に関する基本条例の制定
24� 三重県 鈴鹿市 書道文化の売り方提案～文房四宝（筆・墨・硯・紙）ブランドへ～
25� 滋賀県 湖南市 湖南市第二次地域福祉計画の策定「みんなでつくったみらくるプラン」
26� 京都府 宇治市 地区まちづくり協議会へのまちづくり専門家派遣
27� 大阪府 枚方市 自治会の結成・加入促進及び活性化の方策について
28� 大阪府 寝屋川市 寝屋川市地域活力調査
29� 兵庫県 西脇市 自治基本条例の策定
30� 兵庫県 相生市 自治基本条例の策定に向けて
31� 兵庫県 養父市 農・観・商・工ネットワークによる第６次産業の創出
32� 奈良県 桜井市 企業誘致と魅力あるまちづくり
33� 島根県 出雲市 着地型観光による滞在力強化に向けた仕掛けづくり
34� 島根県 雲南市 結婚相談員研修による人材育成により晩婚化・少子化に取り組む
35� 岡山県 奈義町 「食」からの地域再生プロジェクト
36� 広島県 呉市 住民が主体となった地域ブランド確立による農水産業の活性化
37� 徳島県 東みよし町 東みよし町まちづくりワークショップ
38� 愛媛県 東温市 地域活性化・交通不便地域の解消を目的とした市内循環バス導入の検討
39� 福岡県 大木町 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定と温室効果ガス排出抑制対策事業の推進
40� 長崎県 対馬市 自然豊かな森林環境を活用した蜂洞による対馬ハチミツのブランド化と生産技術の向上
41� 長崎県 平戸市 平戸オランダ商館活用まちづくり推進事業
42� 熊本県 宇土市 商店街活性化に向けた個店の魅力づくり
43� 大分県 中津市 地域資源活用型６次産業の振興による地域活性化
44� 宮崎県 新富町 るぴーモール商店街等の活性化
45� 鹿児島県 鹿児島市 地域繁盛店づくり支援事業
46 沖縄県 読谷村 むらづくりの住民参加と協働の促進-自治基本条例制定への取組
47 沖縄県 東村 東村のこれからの観光振興（東村観光振興計画策定へのアドバイス）
48 沖縄県 浦添市 「親の学び」啓発と推進について
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平成24年度
No. 都道府県 団体名 テーマ

1� 北海道 ニセコ町 自然エネルギー導入拡大
2� 北海道 美瑛町 美瑛町景観計画策定に向けて
3� 北海道 雄武町 図書館を拠点とした文化と知のまちづくり
4� 青森県 野辺地町 野辺地町観光基本計画策定
5� 山形県 中山町 コミュニティ活性化計画の策定
6� 福島県 須賀川市 着地型観光の推進に向けたワーキンググループ検討
7� 栃木県 鹿沼市 多文化共生コミュニティセンター設置検討
8� 群馬県 上野村 上野村協働振興事業
9� 埼玉県 和光市 和光市協働指針及び市民との協働における運用基準の見直し
10� 東京都 大田区 大田区における多文化共生推進について
11� 東京都 調布市 地域活動・市民活動における広報媒体の積極的な活用
12� 神奈川県 鎌倉市 地域コミュニティの活性化に向けた取り組み
13� 神奈川県 横浜市 磯子区内商店街のにぎわいづくりを進めるために
14� 新潟県 糸魚川市 市民との協働による「地域づくりプラン」の策定
15� 富山県 氷見市 協働のまちづくりの進め方とその事例
16� 石川県 小松市 多文化共生推進地域コーディネーター（仮称）育成事業
17� 福井県 福井市 コミュニティビジネスについて
18� 山梨県 山梨市 女子力を活かした地域活性化～観光と商工業との連携～
19� 山梨県 身延町 身延町定住対策婚活支援事業
20� 長野県 塩尻市 桔梗ヶ原ブランド構築事業
21� 岐阜県 可児市 可児そだち認定品となる新商品の開発及び販路の拡大
22� 静岡県 湖西市 「はじめよう参画と協働のまちづくり」
23� 愛知県 刈谷市 文化のいろどるまちをめざして～刈谷市文化振興基本計画中間改訂～
24� 愛知県 知立市 知立市中小企業振興条例の制定
25� 三重県 伊賀市 第２次伊賀市地域福祉計画に基づく、地域福祉を推進するための連携体制の構築
26� 滋賀県 竜王町 地域づくり実践養成講座（地域リーダーの育成に向けて）
27� 京都府 与謝野町 ハーブで地域の活性化を図る
28� 大阪府 富田林市 富田林市地域活性化アドバイザー派遣事業
29� 大阪府 泉南市 2012援助者・相談員のためのスキルアップ連続講座「生と性のグラデーション　－セクシュアリティを知る」
30� 兵庫県 豊岡市 中心市街地活性化に向けたまちづくり組織の設置検討
31� 兵庫県 香美町 高坂を元気にしていくための村づくりについて
32� 奈良県 三宅町 屯倉歴史遺産を守る会語り部部会の取り組み・語り部養成
33� 奈良県 下北山村 子育て支援事業～子どもの健やかな成長と発達支援～
34� 鳥取県 日吉津村 参画と協働のむらづくり
35� 岡山県 備前市 備前市総合計画基本構想・基本計画策定
36� 岡山県 美咲町 協働のまちづくり
37� 愛媛県 松前町 安心・安全なまちづくり
38� 佐賀県 伊万里市 地域が主体となったまちづくり～舞台は地域、主役は住民～
39� 長崎県 大村市 福祉避難所の指定に向けたガイドラインの策定
40� 大分県 佐伯市 鶴見地域活性化検討事業
41� 大分県 豊後高田市 コミュニティカフェにおける子育て支援
42� 宮崎県 高原町 定住対策による地域活性化
43� 鹿児島県 鹿児島市 「メイドインかごしま」支援事業
44� 沖縄県 粟国村 伝統を守ることで地域おこし

45� 沖縄県 八重山広域市町村圏
事務組合 八重山広域市町村圏第３次総合計画策定業務

平成25年度
No. 都道府県 団体名 テーマ

1 北海道 木古内町 木古内町まちづくり委員会～木古内町振興計画基本構想・基本計画策定
2 北海道 斜里町 知床国立公園「幌別地区」の活性化に向けて
3 北海道 中札内村 美しい景観広告推進事業
4 青森県 むつ市 地域ワークショップ「ご近所知恵だし会議」指導
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⑥ 地域づくりアドバイザー事業助成実績　

No. 都道府県 団体名 テーマ

5 岩手県 紫波町 地区ビジョンづくりに向けた「地区創造会議」の実践活動
6 岩手県 釜石市 グリーン・ツーリズムにおける民泊（仮称）
7 福島県 二本松市 自助・共助・公助による福祉のまちづくり
8 福島県 会津美里町 空き家等の適正管理に向けた調査検討
9 栃木県 大田原市 コミュニティビジネス運営における料理のワークショップ
10 群馬県 富岡市 協働によるまちづくりをめざして
11 埼玉県 坂戸市 坂戸市商工業ビジョン推進事業
12 千葉県 成田市 協働の指針の策定
13 東京都 瑞穂町 町内会・自治会の今を考える
14 神奈川県 箱根町 箱根町の景観まちづくりの推進
15 新潟県 糸魚川市 糸魚川世界ジオパーク�観光地づくり講習会
16 富山県 砺波市 地域若手経営者人材育成事業
17 石川県 小松市 ウェルカムこまつ�～海外誘客に向けて～
18 福井県 大野市 木質バイオマス（林地残材等）の活用
19 山梨県 身延町 下部温泉誘客おもてなし活性化について
20 長野県 上田市 市民協働のまちづくりについて
21 長野県 高山村 文化振興と村内公共施設のありかた
22 岐阜県 大野町 大野町産の材料を活用した特産品の開発・認定を行い大野町の観光PRと知名度の向上
23 静岡県 静岡市 静岡市農業振興基本計画の策定事業
24 愛知県 長久手市 住民と市職員が一緒に考えていく地域づくり
25 三重県 鈴鹿市 鈴鹿市協働指針の策定及び地域と行政による協働のまちづくり
26 三重県 津市 地域の医療及び地域に合った交通システムを創造し、守り育てる地域づくり
27 滋賀県 多賀町 多賀町の生涯学習のあり方について考える
28 京都府 京丹後市 花いっぱいのまちづくり運動
29 大阪府 寝屋川市 香里園ブランド推進事業（香里園をめぐる、楽しむ、体感するムーブメント）
30 兵庫県 宝塚市 防災アドバイザー派遣事業
31 奈良県 五條市 地域社会で特別支援を必要とする子どもが健やかに成長するために！
32 奈良県 葛城市 健康増進計画推進のための関係機関への活動支援
33 島根県 松江市 出雲の食文化勉強会
34 岡山県 真庭市 勝山まちづくり活性化プロジェクト
35 岡山県 勝央町 子ども・若者支援ネットワークづくり
36 広島県 呉市 「二次加害」をしないまちづくりのための相談者・支援者研修
37 山口県 阿武町 今後10年を見通した町づくりビジョンづくりと基本構想・基本計画の策定
38 徳島県 つるぎ町 世界で芽を出すつるぎの種～農業を利用し、世界と交流する町に～
39 香川県 高松市 市民と行政との協働のまちづくりに向けて（仮称）
40 愛媛県 宇和島市 地域づくり・集落づくりの身近なサポーター　地域担当職員制度事業
41 愛媛県 内子町 農家民泊を活用した教育旅行の研修会
42 高知県 香南市 香南市西川地区における地場産品を生かした商品の開発
43 福岡県 中間市 校区まちづくり協議会設立推進事業
44 佐賀県 多久市 市民社会組織の基礎力養成事業
45 長崎県 壱岐市 壱岐市ICT街づくり推進リーダー育成事業
46 熊本県 八代市 「コミュニティビジネス」について
47 大分県 杵築市 ひとり暮らし高齢者安心ネットワークの構築について
48 鹿児島県 鹿児島市 近代化産業遺産を活かした市民との協働のまちづくり
49 沖縄県 宜野湾市 まちづくり市民会議についての提言

平成26年度
No. 都道府県 団体名 テーマ

1� 北海道 奈井江町 奈井江町　第６期まちづくり計画の策定
2� 北海道 南幌町 南幌町地域新エネルギー推進事業
3� 北海道 登別市 登別市中小企業地域経済振興協議会における中小企業振興に必要な施策の研究
4� 北海道 利尻富士町 礼文島・利尻島地域産品を活用した新たなご島地グルメ開発事業
5� 岩手県 普代村 6次産業化への第一歩（第三セクターの設立検討）
6� 宮城県 角田市 まちづくり基本条例策定に向けた話し合い
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No. 都道府県 団体名 テーマ

7� 秋田県 藤里町 まちづくりリーダー養成研修
8� 山形県 鶴岡市 あつみ温泉観光ボランティアガイド養成
9� 福島県 鏡石町 目指せ！日本一の“おもてなし”～観光地域づくり推進計画策定～
10� 茨城県 五霞町 みんなが楽しい五霞まちづくり
11� 群馬県 片品村 6次産業化推進
12� 埼玉県 三芳町 ワクワク、ドキドキの芸術文化
13� 千葉県 山武市 ダンスによるまちづくりの実践について
14� 東京都 東大和市 市民協働の指針の策定及び市民と共に歩む市政の推進に向けて
15� 神奈川県 茅ヶ崎市 新たなコミュ二ティの取組みに関する制度設計のための検討会議
16� 神奈川県 真鶴町 オール真鶴による景気倍増計画の実現
17� 新潟県 胎内市 米粉を活用したまちづくり
18� 新潟県 新発田市 そばまつりを活用した地域振興
19� 富山県 氷見市 氷見市自治基本条例（仮称）制定に向けた研修会等の実施
20� 石川県 加賀市 古式猟法・坂網猟で捕獲した天然鴨を活用した地域の活性化
21� 山梨県 甲州市 都市の農村交流　ワーキングホリデーの調査研究
22� 山梨県 丹波山村 丹波山村地域活性化支援事業（地域資源の有機的活用による村おこし）
23� 長野県 佐久市 回想法を活用した認知症予防
24� 岐阜県 大垣市 シティプロモーション事業の実践に向けた研究
25� 岐阜県 各務原市 地域が考え育てる“かかみがはらブランド戦略ビジョン”の作成
26� 静岡県 三島市 三島市文化振興基本計画策定事業
27� 愛知県 半田市 地元企業とNPOの協働推進
28� 愛知県 新城市 こども冒険島普及事業
29� 三重県 鳥羽市 地域づくり応援アドバイザーの育成
30� 三重県 伊賀市 地域包括ケアシステム構築に向けた支援体制の充実
31� 滋賀県 愛荘町 愛荘町観光振興計画の策定事業
32� 京都府 城陽市 地域資源を生かしたまちづくりの取組み
33� 大阪府 高槻市 公立文化施設とまちづくり（市民会館建て替え基本計画策定にあたって）
34� 兵庫県 香美町 丸味区特産品開発
35� 兵庫県 上郡町 上郡町第5次総合計画策定事業の指導、助言
36� 奈良県 桜井市 「まちの魅力を高めるために」
37� 和歌山県 岩出市 根来寺を中心とした観光資源の整備
38 広島県 福山市 もう一つのふるさと探し　～民泊の実施に向けて～
39 山口県 下関市 下関市総合計画基本構想・基本計画策定
40 愛媛県 鬼北町 特産品を利用した新商品の開発
41 福岡県 大牟田市 世界遺産登録に向けての観光振興について
42 長崎県 平戸市 平戸市産の水産物を活用した商品開発と販路開拓
43 長崎県 東彼杵町 中山間地域「四ツ池周辺地域」の活性化対策
44 熊本県 御船町 地域活性化を目指した住民自治組織のあり方について
45 大分県 宇佐市 集会交流施設を活用した商店街の賑わい創出
46 鹿児島県 屋久島町 文化の森構想地域の新たな利活用について
47 沖縄県 糸満市 農村地域再生発見事業

平成27年度
No. 都道府県 団体名 テーマ

1� 北海道 当別町 地域の経済活動を活発化させる道の駅の運営について
2� 北海道 新冠町 新冠町観光振興計画の策定について
3� 秋田県 秋田市 市民協働コーディネーターの養成
4� 山形県 新庄市 協働による地域づくりで市全体を活性化
5� 茨城県 常陸太田市 ６次産業化・農商工連携の勉強会
6� 群馬県 上野村 上野村の観光振興と交流人口の増加
7� 埼玉県 越生町 おもてなしリーダー養成講座
8� 千葉県 富里市 富里市協働のまちづくり推進計画の見直しと後期実行計画の策定
9� 東京都 八王子市 中心市街地における道路と沿道店舗の一体的な「おもてなし」向上によるまちづくり
10� 東京都 青梅市 青梅まちづくり工房～ひととまちが出会う創造学習～（参加体験型連続講座）の実施
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⑥ 地域づくりアドバイザー事業助成実績　

No. 都道府県 団体名 テーマ

11� 東京都 小平市 市内の観光まちづくりに対する気運を高めるための「プチ田舎会議」開催
12� 東京都 東久留米市 特産品のブランド化とシティーセールスについて
13� 神奈川県 小田原市 市民による地域づくりプロジェクトの運営に向けた人材育成
14� 神奈川県 大磯町 大磯町新たな観光の核づくり「大磯ブランド戦略プラン」における“事業戦略”の策定について
15� 富山県 立山町 小学校利活用プロジェクト
16� 福井県 福井市 今後のまちづくりに向けた住民自治組織の体制強化
17� 長野県 長野市 統一的な基準による財務書類等の積極的な活用について
18� 長野県 中野市 魅力あるまちづくりについて
19� 長野県 喬木村 「自然が仲間�元気に氏乗」リニア中央新幹線・三遠南信自動車道の開通を見据えた新交通網整備後の将来
20� 長野県 高山村 魅力ある舞の道遊歩道創生事業
21� 静岡県 藤枝市 第２次観光交流基本計画の策定
22� 愛知県 大府市 自治会の活性化（自治会加入率の向上を目指して）
23� 愛知県 阿久比町 知恵と自立で運営する“町民活動の拠点づくり”に向けたワークショップ
24� 滋賀県 近江八幡市 地域リーダー育成講座の開催
25� 滋賀県 湖南市 エネルギー・経済の循環による地域活性化推進事業
26� 大阪府 池田市 地域コミュニティの活性化
27� 大阪府 泉大津市 市民公益活動推進における中間支援ノウハウの習得について
28� 大阪府 藤井寺市 古市古墳群を活用した地域の活性化
29� 兵庫県 伊丹市 地域自治組織・活動推進事業（地域総括交付金）及び地域ビジョンの策定
30� 兵庫県 西脇市 観光交流ビジョン策定に向けた助言・意見集約
31� 兵庫県 篠山市 域学連携による地域おこし協力隊活動と地域の活性化
32� 奈良県 大和高田市 住民と一緒に構築していく地域づくり活動
33� 奈良県 三宅町 公的機関が行う安全で魅力ある情報発信
34� 奈良県 飛鳥広域行政事務組合 飛鳥広域圏計画の策定
35� 和歌山県 広川町 過疎対策に取り組んでいる津木地区寄合会の長期計画と特産品の加工販売促進計画の作成
36� 和歌山県 有田市 観光と食・医療の連携による地域経済活性化策
37� 島根県 浜田市 「市民と行政の協働によるまちづくり」における地域リーダーの育成
38� 愛媛県 内子町 地域資源を活用した有料ガイド（まち歩き）研修会
39� 福岡県 添田町 地域資源を活用したむらづくりの取組み
40� 福岡県 中間市 校区まちづくり協議会設立推進事業（中間東校区・中間南校区）
41� 福岡県 うきは市 うきは市森林セラピー事業推進における現地ガイド育成のためのアドバイザー派遣
42� 福岡県 筑紫野市 山家振興プラン策定事業
43� 熊本県 八代市 協働に関する条例を考える研究
44� 大分県 別府市 行政とNPO等との協働事業の推進
45� 鹿児島県 鹿児島市 グリーン・ツーリズム施設を生かした地域づくり
46� 鹿児島県 薩摩川内市 地域課題解決に向けた女性リーダーの養成
47� 沖縄県 石垣市 石垣市観光業を憧れの職業にするライフデザインの考え方
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⑦  被災市町村における地域の元気創造支援事業助成実績　
（平成23～25年度までは「被災市町村地域コミュニティ再生支援事業」として実施）

平成23年度
No. 県　名 市町村名 事業名
1 岩手県 陸前高田市 子どもの遊び場提供事業
2 福島県 二本松市 東日本大震災復興支援　岳温泉・あだたら万遊博　おかみと過ごすひな祭り
3 福島県 飯舘村 いいたて村民ふれあい集会

平成24年度
No. 県名 市町村名 事業名
1 岩手県 岩泉町 復興祈願！おもと青空市開催事業
2

宮城県

東松島市 東松島市鳴瀬流灯花火大会
3 柴田町 平成24年度柴田町行政区対抗玉入れ大会
4 美里町 復興活き生き田園フェスティバル
5 塩竈市 「届けよう！笑顔・繋ごう！友情・広げよう！絆の輪」交流事業
6 名取市 名取災害エフエム（なとらじ）運営事業
7 多賀城市 西部地区住民ふれあいクリスマスコンサート事業
8 亘理町 復興イベント「歌手　水森かおりさん　歌唱イベント」
9 山元町 山元町　ちょっとおそめの夏祭り
10 山元町 磯浜漁港復興祈念　納涼灯篭流大会
11 山元町 「中浜区いも煮会」～笑顔でお茶飲みすっぺ～
12

福島県

福島市 つながろう福島！ソーシャルメディアを活用した情報発信事業
13 田村市 田村市被災者支援交流事業
14 田村市 みやこじ復興祭（帰町祈願祭）
15 矢吹町 矢吹町中心市街地復興・街づくり事業
16 小野町 確かめ合う町民の絆!!第15回町民大運動会
17 玉川村 「震災復興祈念」第2回たまかわ産業まつり
18 新地町 新地町復興イベント事業
19 伊達市 復興の誓い事業　「だてな復魂祭2012」
20 大玉村 大玉村復興の集い

平成25年度
No. 県名 市町村名 事業名
1

岩手県
大船渡市 震災体験誌「3.11に学ぶ冊子」（仮称）作成事業

2 山田町 第７回やまだの花火大会
3

宮城県

多賀城市 第25回多賀城跡あやめまつり
4 石巻市 おがつスポレク祭り
5 丸森町 「民謡競演」新相馬節全国大会
6 七ヶ浜町 2013年しちがはま町民夏まつり
7

福島県

古殿町 「古里・夢・ふるどの」事業
8 鏡石町 鏡石「牧場の朝」秋祭り事業
9 富岡町 花いっぱい運動・クリーン作戦及び地域住民との交流
10 矢吹町 矢吹町中心市街地復興・街づくり事業
11 浪江町 盆踊りによる絆の再生と伝統文化の継承を目的とする事業
12 双葉町 ソーシャルメディアを活用した情報発信・コミュニティ維持再生事業

➡ 本編 P28
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平成26年度
No. 県名 市町村名 事業名
1

岩手県

陸前高田市 「自間学かふぇ」プロジェクト
2

釜石市
ラクビーワールドカップ2019釜石誘致応援を通じた地域の元気創造事業

3 オンリーワン製作事業～被災地仮設住宅・健康サロン事業～
4 被災地復興支援事業
5

大槌町
復興祈願！「大槌町民大運動会」

6 おおつち・食からの健康サポート教室事業
7

福島県
川俣町 コスキンパレード2014

8 川内町 川内ドンドンプラス

平成27年度
No. 県名 市町村名 事業名
1

岩手県
野田村 野田村民泊・体験受け入れ拡大事業

2 洋野町 東日本大震災復興祈願花火
3 宮城県 利府町 利府梨まつり事業
4 福島県 相馬市 松川浦自然教室
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⑧ ふるさとイベント大賞受賞イベント　
第10回受賞イベント（平成17年度）

イベント名 主催者／自治体名
大賞　 小樽雪あかりの路（第7回） 小樽雪あかりの路実行委員会／北海道小樽市
優秀賞 藤沢野焼祭（第30回） 藤沢野焼祭実行委員会／岩手県藤沢町

優秀賞 エアロバティックジャパンINかくだ2005（第2回） エアロバティックジャパンINかくだ2005実行委員会／宮
城県角田市

部門賞
文化・交流部門

モントレージャズフェスティバルイン能登2005
（第17回）

モントレージャズフェスティバルイン能登開催理事会・実
行委員会／石川県七尾市

部門賞
産業・観光部門 さくらんぼ種飛ばしジャパングランプリ（第18回） さくらんぼ種飛ばし実行委員会／山形県東根市

部門賞
産業・観光部門 土谷棚田の火祭り（第3回） 土谷棚田保存会／長崎県松浦市（イベント開催時は福島町）

部門賞
祭り・スポーツ部門 氷点下の森　氷祭り（第30回） 氷点下の森氷祭り運営委員会／岐阜県高山市

部門賞
祭り・スポーツ部門 獅子舞フェスタ（第14回） 三木町・獅子たちの里三木活き生きふれあいまつり実行委

員会／香川県三木町

選考委員特別賞 第3回コウノトリ未来・国際かいぎ 第3回コウノトリ未来・国際かいぎ実行委員会／兵庫県豊岡
市

第11回受賞イベント（平成18年度）
イベント名 主催者／自治体名

大賞　 岐阜フラッグアート展2006（第10回） 岐阜市商店街振興組合連合会／岐阜県岐阜市
優秀賞 みやぎ村田町蔵の陶器市（第６回） みやぎ村田町蔵の陶器市実行委員会／宮城県村田町
優秀賞 白根大凧合戦（300年以上）　　 白根大凧合戦実行委員会／新潟県新潟市

奨励賞 世界チェンソーアート競技大会IN東栄2006
（第６回）※世界大会としては第１回 とうえい宝の山づくり実行委員会／愛知県東栄町

奨励賞 天体界道100kmにちなんおろちマラソン全国大会
（第６回） にちなん100kmマラソン実行委員会／鳥取県日南町

奨励賞 クイチャーフェスティバル（第５回） クイチャーフェスティバル実行委員会／沖縄県宮古島市
選考委員特別賞 大分国際車いすマラソン大会（第26回） 大分県（他７団体）／大分県

第12回受賞イベント（平成19年度）
イベント名 主催者／自治体名

大賞　 アース・セレブレーション2007（第20回） アース・セレブレーション実行委員会／新潟県佐渡市
優秀賞 ふるさと�百餅祭り（第25回） 岩見沢市観光協会／北海道岩見沢市
優秀賞 来る福招き猫まつりin瀬戸（第12回） 来る福招き猫まつりin瀬戸実行委員会／愛知県瀬戸市
奨励賞 全国大学フラメンコフェスティバルin館山（第13回） 館山市・館山市教育委員会／千葉県館山市
奨励賞 コトナリエサマーフェスタ2007（第４回） コトナリエ�サマーフェスタ実行委員会／滋賀県東近江市
奨励賞 着物ウィークin萩（第２回） 着物ウィークin萩実行委員会／山口県萩市

選考委員特別賞 わたらせ渓谷鐵道各駅イルミネーション（第４回） わたらせ渓谷鐡道各駅イルミネーション事業実行委員会
／群馬県みどり市

第13回受賞イベント（平成20年度）
イベント名 主催者／自治体名

大賞　 月山志津温泉　雪旅籠の灯り（第３回） 月山志津温泉雪旅籠の灯り実行委員会／山形県西川町
優秀賞 全国高等学校写真選手権大会「写真甲子園」（第15回） 写真甲子園実行委員会／北海道東川町
優秀賞 成田太鼓祭（第20回） 成田太鼓祭実行委員会／千葉県成田市
奨励賞 奥地の海のカーニバル（第25回） みかめイベント実行委員会／愛媛県西予市

奨励賞 第３回TAGAWAコールマイン・フェスティバル
～炭坑節まつり～（第３回）

TAGAWAコールマイン・フェスティバル実行委員会／福
岡県田川市

奨励賞 椎葉平家まつり2008（第22回） 椎葉平家まつり実行委員会／宮崎県椎葉村
選考委員特別賞 第34回野毛大道芸（第34回） 野毛大道芸実行委員会／神奈川県横浜市

➡ 本編 P28
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⑧ ふるさとイベント大賞受賞イベント　

第14回受賞イベント（平成21年度）
イベント名 主催者／自治体名

大賞　 2009しかりべつ湖コタン（第28回） 然別湖コタン実行委員会・鹿追町／北海道鹿追町

優秀賞 KING�KALAKAUA�THE�“MERRIE�MONARCH”
伊香保ハワイアンフェスティバル（第13回） 渋川市／群馬県渋川市

優秀賞 能登ふるさと博　灯りでつなぐ能登半島　
輪島・千枚田あぜの万燈（第２回）

「ほっと石川」観光キャンペーン実行委員会・輪島市／石川
県輪島市

奨励賞 小祢理（不明） 横須賀区祭典総代会／静岡県掛川市

奨励賞 ゆるキャラⓇ まつりIN彦根
～キグるミさみっと2009~（第２回） 井伊直弼と開国150年祭実行委員会／滋賀県彦根市

奨励賞 鳩間島音楽祭（第12回） 鳩間島音楽祭実行委員会／沖縄県竹富町

選考委員特別賞 日本海政令市にいがた　水と土の芸術祭2009
（第１回） 水と土の芸術祭実行委員会／新潟県新潟市

第15回受賞イベント（平成22年度）
イベント名 主催者／自治体名

大賞 田んぼアート【稲作体験ツアー】（第18回） 田舎館村むらおこし推進協議会／青森県田舎館村
優秀賞 スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド2010（第20回） スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド実行委員会／富山県南砺市

優秀賞 全国高校書道パフォーマンス選手権大会〔書道パフォー
マンス甲子園〕（第３回） 書道パフォーマンス甲子園実行委員会／愛媛県四国中央市

奨励賞 ながい黒獅子まつり（第21回） ながい黒獅子まつり実行委員会／山形県長井市
奨励賞 金屋町楽市�in�さまのこ（第３回） 金屋町楽市実行委員会／富山県高岡市
奨励賞 INAKAイルミ@おおなん（第１回） INAKAイルミ実行委員会／島根県邑南町
奨励賞 夕焼けプラットホームコンサート（第25回） 夕焼けプラットホームコンサート運営委員会／愛媛県伊予市

選考委員特別賞 瀬戸内国際芸術祭2010（第１回） 瀬戸内国際芸術祭実行委員会／香川県

第16回受賞イベント（平成23年度）
イベント名 主催者／自治体名

大賞 熊本暮らし人祭り　みずあかり（第８回） みずあかり実行委員会／熊本県熊本市
優秀賞

【復興応援特別賞】 ～史都多賀城～�万葉復興祭（第１回） ㈳塩釜青年会議所／宮城県多賀城市

優秀賞 文化文政風俗絵巻之行列（第44回） ㈶妻籠を愛する会／長野県南木曽町
奨励賞

【復興応援特別賞】 復興なみえ町十日市祭 復興なみえ町十日市祭運営委員会／福島県浪江町

奨励賞 むらかみ宵の竹灯籠まつり（第10回） チーム黒塀プロジェクト・竹灯籠まつり実行委員会／新潟
県村上市

奨励賞 南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ2011（第６回） 南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ実行委員会／富山県南砺市
選考委員特別賞 横濱�JAZZ�PROMENADE（第19回） 横濱JAZZ�PROMENADE実行委員会／神奈川県横浜市

第17回受賞イベント（平成24年度）
イベント名 主催者／自治体名

大賞 脚折雨乞（第10回） 脚折雨乞行事保存会／埼玉県鶴ヶ島市
優秀賞

【復興応援特別賞】
あさひ砂の彫刻美術展2012
~笑顔をここから～（第６回） あさひ砂の彫刻美術展実行委員会／千葉県旭市

優秀賞 松江水燈路（第10回） 松江ライトアップ・キャラバン実行委員会／島根県松江市

奨励賞 アーティスティック・ムーブメント・イン・トヤマ
2012（第21回）

アーティスティック・ムーブメント・イン・トヤマ実行委
員会／富山県高岡市

奨励賞 湯田温泉スリッパ卓球大会（第１回） 湯田温泉スリッパ卓球大会実行委員会／山口県山口市
奨励賞 さかいで塩まつり（第21回） さかいで塩まつり実行委員会／香川県坂出市
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第18回受賞イベント（平成25年度）
イベント名 主催者／自治体名

大賞 糸満大綱引 糸満大綱引行事委員会／沖縄県糸満市
優秀賞 長野灯明まつり（第10回） 長野灯明まつり実行委員会／長野県長野市
優秀賞 島田髷まつり（第56回） 島田髷まつり保存会／静岡県島田市
奨励賞 日本のふるさと遠野まつり（第42回） 日本のふるさと遠野まつり実行委員会／岩手県遠野市
奨励賞 平成25年　老神温泉大蛇祭り（第49回） 老神温泉観光協会／群馬県沼田市
奨励賞 京築神楽の里フェスティバル（第12回） 神楽の里づくり推進協議会／福岡県京築地区

選考委員特別賞 燕三条　工場の祭典（第1回） 「燕三条　工場の祭典」実行委員会／新潟県三条市・燕市

第19回受賞イベント（平成26年度）
イベント名 主催者／自治体名

大賞
【内閣総理大臣賞】 塩竈みなと祭（第67回） 塩竈みなと祭協賛会／宮城県塩竈市

最優秀賞 奥能登珠洲の秋祭りと「ヨバレ」 珠洲まつり特別委員会／石川県珠洲市
優秀賞 レッツウォークお山参詣（第31回） 岩木山観光協会／青森県弘前市
優秀賞 寒河江まつり「神輿の祭典」（第32回） 寒河江神輿會／山形県寒河江市
優秀賞 勝山左義長まつり 勝山左義長まつり実行委員会／福井県勝山市

ふるさとキラリ賞 わらじで歩こう七ヶ宿（第29回） 七ヶ宿町・七ヶ宿町観光協会／宮城県七ヶ宿町
ふるさとキラリ賞 通くじら祭り（第23回） 通くじら祭り実行委員会／山口県長門市
ふるさとキラリ賞 いぜな88トライアスロン大会（第27回） 伊是名村／沖縄県伊是名村
選考委員特別賞 チャグチャグ馬コ チャグチャグ馬コ保存会／岩手県盛岡市・滝沢市・矢巾町

※ふるさとイベント大賞各賞の見直し内容について
　平成26年度、新たに内閣総理大臣賞が創設されたこと、また、ふるさとキラリ賞を創設したことから、以下のとおり
大賞各賞の見直しを行った。

○ 平成25年度までの各賞　　　
大　賞（総務大臣表彰）　　　　　　　　　１点　
優秀賞（地域活性化センター会長表彰）　　２点　
奨励賞（選考委員会表彰）　　　　　　　　３点　
選考委員特別賞（選考委員会委員長表彰）　１点（該当がある場合のみ）

○ 平成26年度からの各賞
大　賞（内閣総理大臣賞）　　　　　　　　１点
最優秀賞（総務大臣表彰）　　　　　　　　１点
優秀賞（地域活性化センター会長表彰）　　３点
ふるさとキラリ賞（選考委員会表彰）　　　２点
選考委員特別賞（選考委員会委員長表彰）　１点（該当がある場合のみ）
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⑨ イベントスペース利用実績（日本橋プラザ）　
平成17年度

都道府県名 実�施�主�体 イ��ベ��ン��ト��の��名��称 会場使用期間
群馬県 藤岡市 藤岡市観光物産キャンペーン 4/15
山梨県 北杜市 北杜市観光キャンペーン 4/19・4/21
徳島県 阿南市 四国最東端のまち�あなんの観光物産展 5/16～5/18
山口県 山口市 山口市観光物産キャンペーン 5/26～5/27
三重県 四日市市 三重四日市の地場産品フェア'05 6/1～6/2
千葉県 銚子市 げんき！いきいき銚子物産フェア 6/22～6/24
静岡県 掛川観光協会 東京観光キャンペーン 6/26～6/27
山形県 東根市 中央区さくらんぼ祭 6/27
長野県 松本市 日本橋プラザ「松本の物産と観光展」 6/28～6/30
長野県 塩尻市（楢川村） 「漆と宿場のふるさと祭り」ならかわ特産市 7/7～7/8
長崎県 長崎市 「長崎さるく博'06」のPRキャンペーン 7/11～7/13
千葉県 千葉県観光協会 千葉県観光物産品サマーフェア 7/19～7/21
山梨県 富士の国やまなし館 森の国・水の国・フルーツ王国�やまなしからの贈り物 8/3～8/5
長野県 木曽ふるさと振興会 「木曽御嶽・木曽駒ヶ岳山麓　観光と物産展」 8/25～8/26
秋田県 大潟村 大潟村特産品キャンペーン 9/5～9/6
その他 近畿６府県首都圏観光連絡協議会 近畿６府県首都圏観光キャンペーン 9/9
宮城県 女川町 おながわ豊漁まつり 9/13～9/14
山梨県 ㈳山梨県観光物産連盟 秋の山梨の観光物産展 9/28～9/30
岩手県 一関の物産と観光展実行委員会 みちのくいわて　一関の物産と観光展 10/3～10/4
静岡県 富士川町 ｢日本一富士山が美しく見えるまち・富士川町」 10/13～10/14

新潟県 五泉市ファッションフェアイン
東京 五泉ファッションフェアイン東京 10/19～10/20

石川県 石川県東京事務所 石川県観光宣伝キャンペーン 10/25
長野県 栄村 栄村観光キャラバン 11/8
秋田県 稲川物産観光協会 伝統の技が息づく秋田県湯沢市いなかわキャンペーン 11/16～11/18
静岡県 菊川市 菊川茶宣伝事業 11/24～11/25
長野県 長野市の観光と物産展実行委員会 長野市の観光と物産展 11/30～12/2
長野県 南信州広域連合 南信州観光物産展 12/7～12/8
福島県 白河市（東村） 白河市東地区特産品物産展 12/14～12/15
石川県 穴水町 穴水町雪中ジャンボかきまつりPRキャンペーン 12/20
千葉県 千葉県物産協会 千葉県観光特産品年末フェア 12/21～12/21
静岡県 三ヶ日町観光協会 三ヶ日みかんPR 1/19
山形県 中山町 新鮮なかやま市 1/26～1/27
秋田県 能代市 白神山麓からの贈り物 2/3～2/4
兵庫県 神戸市 神戸空港開港キャンペーン 2/6～2/7
石川県 七尾特産品協会 能登半島七尾の観光と物産展 2/21～2/22
山口県 山口県物産協会 山口県観光PRキャンペーン 2/24
山形県 上山市 かみのやまの観光と物産展 3/2～3/3
熊本県 宇土市物産協会 くまもと宇土市の観光と特産品まつり 3/8～3/10
東京都 板橋区 区民が選んだ板橋のいっぴんPRキャンペーン 3/14～3/15
山形県 米沢市 「上杉の城下町米沢」観光キャンペーン 3/16～3/17
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平成18年度

都道府県名 実�施�主�体 イ��ベ��ン��ト��の��名��称 会場使用期間
福島県 須賀川市 福島須賀川市の特産品・観光PRキャンペーン 4/6～4/7
群馬県 藤岡市 藤岡市観光物産キャンペーン 4/14
岩手県 一関の物産と観光展実行委員会 みちのく岩手・いちのせき�一関の物産と観光展 4/20～4/21
福島県 富岡町商工会 富岡町観光PRキャンペーン 4/27～4/28
山口県 山口市 山口市観光物産キャンペーン 5/11～5/12
京都府 京都ブランド産品会 丹後のええもんうまいもん展in日本橋 5/15～5/17
静岡県 焼津市 魚－キング焼津 5/23～5/25
山梨県 甲州市 風林火山のまち甲州市 6/15～6/16
長野県 松本特産品振興協会 日本橋プラザ「松本の物産と観光展」 6/22～6/23

山形県 果樹王国ひがしね観光物産推進
協議会 中央区さくらんぼ祭 6/28

長野県 木曽ふるさと振興会 木曽御嶽・木曽駒ヶ岳山麓�観光と物産展 7/5～7/6
山梨県 甲府市出品協会 山国紀行「甲州街道の物産と甲府観光展」 7/12～7/14
埼玉県 ㈳埼玉県観光連盟 花の埼玉観光物産展 7/19～7/21

山梨県 山梨県農産物インフォメーショ
ンセンター 山梨産果実フェア 7/24～7/25

山梨県 富士の国やまなし館 風林火山物産展（夏の陣）～果実王国やまなしの桃味自慢～ 8/2～8/4
奈良県 近畿６府県首都圏観光連絡協議会 近畿6府県首都圏観光連絡協議会 9/1
山梨県 ㈳山梨県観光物産連盟 風林火山物産展（秋の陣）～果実王国ぶどう郷への誘い～ 9/13～9/15
千葉県 ㈳千葉県観光協会 千葉県観光・特産品フェア 9/20～9/12
奈良県 橿原・高市広域行政事務組合 飛鳥地方の美味・美酒・美食�万葉心のふるさと展 9/27～9/29

三重県 ㈶三重北勢地域地場産業振興
センター 三重四日市市の地場産品フェア’06 10/3～10/5

長野県 須坂市 信州須坂ふるさとフェア 10/12～10/13

新潟県 五泉市・五泉ファッションタウン
推進協議会 ファッションフェアイン東京 10/18～10/19

埼玉県 埼玉県 埼玉農産物東京キャンペーン 10/23～10/25
宮城県 女川町 おながわ豊漁まつり 11/1～11/2
神奈川県 西さがみ観光協議会 西さがみ観光展・物産展 11/9～11/10
静岡県 NPO法人おがさ茶のらく 菊川茶宣伝事業 11/15～11/16
和歌山県 紀州田辺うめ振興協議会 紀州田辺うまいもんフェア 11/21～11/22
山口県 下関市 グルメな街、シネマの風～しものせき～ 11/29～12/1
静岡県 富士川町 「日本一富士山が美しく見えるまち・富士川町」 12/7～12/8
佐賀県 白石町特産物PR推進協議会 白石ブランドキャンペーン 12/11～12/13
福島県 東産直の会企業組合 福島県白河市東地区物産展 12/19～12/20
静岡県 三ヶ日町観光協会 ミカちゃんマークのＭ三ヶ日みかんキャンペーン 1/19
山形県 中山町 「新鮮なかやま市」 1/25～1/26
秋田県 能代観光協会 白神山地からの贈り物 2/1～2/2
和歌山県 和歌山地区漬物協同組合 和歌山漬物フェア 2/14～2/15
山形県 米沢市 「上杉の城下町米沢」観光と物産キャンペーン 2/22～2/23
熊本県 宇土市観光物産協会 くまもと宇土市の観光と特産品まつり 3/7～3/9
長野県 長野市の観光と物産展実行委員会 長野市の観光と物産展 3/15～3/16
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資 料 編

⑨ イベントスペース利用実績（日本橋プラザ）　

平成19年度　

都道府県名 実�施�主�体 イ��ベ��ン��ト��の��名��称 会場使用期間
栃木県 藤岡町 “ハートにアクセス～ふれあいふじおか” 4/4
福島県 須賀川市 福島県須賀川市の物産観光フェアin日本橋 4/12～4/13
新潟県 妙高市（妙高市観光協会） 妙高市フェア（妙高の観光と物産展） 4/16～4/17
福井県 福井県東京事務所 福井県の物産『精進アイスと焼き鯖寿司』 4/23～4/24
埼玉県 社団法人埼玉県観光連盟 新緑の埼玉観光物産展 5/10～5/11
岩手県 一関市 みちのく岩手・いちのせき一関の物産と観光展 5/31～6/1

茨城県 財団法人グリーンふるさと振興
機構 “いばらきさとやま生活”フェア 6/7～6/8

千葉県 南房総市 館山道全線開通記念南房総の物産観光フェア 6/21～6/22
山形県 南陽市（南陽市観光推進会議） 山形、南陽のさくらんぼフェア 6/26～6/27
山形県 東根市 中央区さくらんぼ祭 6/28
兵庫県 財団法人但馬ふるさとづくり協会 但馬観光キャンペーンin東京 7/5～7/6
長野県 松本市（松本特産品振興協会） 日本橋プラザ「松本の物産と観光展」 7/12～7/13

鳥取・島根・
岡山・広島・

山口県
中国五県物産観光協議会 第２回山陰山陽観光物産フェア 7/26～7/27

山梨県 富士の国やまなし館 風林火山物産展（夏の陣）～フルーツ王国山梨の果物自慢～ 8/6～8/8
静岡県 掛川市（掛川観光協会） 掛川観光キャンペーン 8/23～8/24
徳島県 徳島県 今が旬！徳島のすだちフェア 8/28～8/29

和歌山県 田辺市
（田辺ほんまもん発信推進協議会） 紀州田辺ほんまもん市 9/6～9/7

群馬県 群馬県 ぐんまでふるさとづくり・仲間づくりキャラバンin日本橋 9/12～9/14
山梨県 甲府市（甲府市出品協会） 甲府の物産と観光展 9/20～9/21
千葉県 市川市 はじめまして市川市です 9/27～9/28
福岡県 福智町 福岡県福智町の観光・特産品フェア“どんだけ～” 10/4～10/5
長野県 須坂市 信州須坂ふるさとフェア 10/11～10/12
新潟県 五泉市 ファッションフェアイン東京 10/17～10/18
佐賀県 小城市 佐賀県～小城市がばいうまかもんフェア～ 10/24～10/26
宮城県 女川町 おながわ豊漁まつり 11/1～11/2
栃木県 栃木県 “とちぎ暮らし”フェア 11/8～11/9
秋田県 湯沢市 伝統の技が息づく秋田県湯沢市物産観光キャンペーン 11/14～11/16

三重県 財団法人三重県北勢地域地場産
業振興センター 三重県北勢地域の地場産品フェア‘07 11/28～11/29

長野県 飯綱町 信州飯綱町特産品フェア 12/5～12/7
奈良県 橿原・高市広域行政事務組合 飛鳥地方の美味・美酒・美食万葉心のふるさと展 12/12～12/14
福井県 坂井市 これが、ふくいのおもてなし 12/19～12/20
新潟県 川口町 川口町から感謝の想いを皆様に!! 1/10～1/11
静岡県 富士川町 「日本一富士山が美しく見えるまち」（富士川町） 1/17～1/18
神奈川県 小田原市 『かまぼこ、干物に梅・木工～目指せ！小田原ブランド』 1/25

埼玉県 埼玉県東部特産品等販売促進協
議会 埼玉県東部地域のうまいもんフェア 1/29～1/31

山形県 米沢市 「上杉の城下町米沢」観光と物産キャンペーン 2/20～2/21
熊本県 宇土市（宇土市観光物産協会） くまもと宇土市の観光と特産品まつり 3/5～3/7

愛知県 財団法人名古屋観光コンベン
ションビューロー でらうま名古屋！元気フェア 3/13～3/14

長野県 長野市（長野市の観光と物産展
実行委員会） 長野市の観光と物産展 3/18～3/19
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平成20年度

都道府県名 実�施�主�体 イ��ベ��ン��ト��の��名��称 会場使用期間
新潟県 小千谷市農村部市交流協議会 小千谷フェア 4/9～4/10
群馬県 藤岡市 藤岡市観光物産キャンペーン 4/15
東京都 板橋区 区民が選んだ板橋のいっぴんPRキャンペーン 4/17～4/18
千葉県 市川市 活き粋行こう市川市 5/22～5/23

静岡県 掛川市農村活性化やる気塾東山
地域塾 こんなお茶呑んだことありますか？ふれてください茶のこころ 5/29～5/30

静岡県 富士宮市 富士宮フードバレー展 6/2～6/3

山形県 東根市 果樹王国ひがしね　さくらんぼキャンペーン
（第8回　中央さくらんぼ祭） 6/23

岩手県 北上・西和賀観光連絡協議会 平泉世界遺産登録間近！いわて・きたかみ・にしわがものがたり 6/24～6/25
長野県 長野県木曽町 「日本ふるさと木曽町」観光物産展 7/2～7/3
鳥取県 東京事務所 大玉の鳥取すいかを召し上がれ 7/4
長野県 松本市 松本の物産と観光展 7/9～7/10
山梨県 ㈱富士の国やまなし館 山梨県の物産展in日本橋 8/4～8/6
静岡県 掛川観光協会 掛川観光キャンペーンin日本橋 8/21～8/22
徳島県 東京事務所 今が旬！徳島のすだちフェア 8/26～8/27
栃木県 栃木市 「小江戸蔵の街とちぎ」観光と物産キャンペーン 9/10～9/12

東京都 甲州夢街道
（八王子・相模湖・藤野） 甲州夢街道（八王子・相模湖・藤野エリア）の観光と名産フェア 9/18～9/19

長野県 坂城町 信州坂城・さかきの味をおすそわけ 9/24～9/25
福島県 南会津町 南会津町観光物産展 9/26
長野県 木島平村 ほっと・もっと・ずっと　自然劇場きじま平 10/8～10/10

新潟県 五泉ファションタウン推進協議
会 五泉ファッションフェア　in　東京 10/16～10/17

富山県 朝日町、入善町 朝日町・入善町観光物産展 10/21～10/22
福島県 いわき小名浜みなとオアシス いわき小名浜みなとオアシス 10/23～10/24
静岡県 菊川市茶業協会 菊川茶宣伝事業 10/29～10/31
佐賀県 小城市 小城市観光物産展 11/5～11/7
神奈川県 西さがみ観光協議会 西さがみ特産品展示即売会と観光展 11/13～11/14
和歌山県 紀州田辺うめ振興協議会 紀州田辺うめ・みかんフェア 11/20～11/21
福井県 坂井市 これが、ふくいのおもてなし 11/27～11/28

秋田県 平鹿地域振興局横手
まるごと売込班 “横手まるごと”フェア 12/3～12/5

埼玉県 埼玉県観光連盟（川越市） 小江戸川越キャンペーン 12/11～12/12
青森県 おいらせ町 新鮮力！青森おいらせブランド特産品フェア 12/17～12/19
山形県 米沢市 「上杉の城下町米沢」観光と物産キャンペーン 1/7～1/9
茨城県 結城市 輝く結城魅力発信キャンペーン 1/20～1/21
山形県 中山町 新鮮なかやま市 1/29～1/30
石川県 七尾特産品協会 能登半島　七尾の観光と物産展 2/18～2/20
福島県 白河市 白河市東地区物産展 2/25～2/26

愛知県 ㈶名古屋観光コンベンション
ビューロー 第２回「でらうま名古屋！元気フェア」 3/5～3/6

熊本県 宇土市 くまもと宇土市の観光と特産品まつり 3/9～3/11

長野県 長野市の観光と物産展実行委員
会 長野市の観光PR及び物産振興のため 3/18～3/19
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資 料 編

⑨ イベントスペース利用実績（日本橋プラザ）　

平成21年度

都道府県名 実�施�主�体 イ��ベ��ン��ト��の��名��称 会場使用期間
群馬県 藤岡市 群馬県藤岡市観光物産キャンペーン 4/14
静岡県 藤まつり実行委員会 藤まつりキャンペーン 4/15～4/16
岩手県 ㈳久慈市観光物産協会 岩手県久慈市観光物産展 4/20～4/21

静岡県 掛川市農業活性化やる気塾東山
地域塾 こんなお茶呑んだことありますか？ふれてください茶のこころ 5/27～5/28

福島県 西郷村 西郷村の観光物産PR 6/11～6/12
京都府 宮津市 日本三景「天橋立」食と観光PRキャンペーン 6/17～6/18
山形県 東根市 第９回　中央区さくらんぼ祭 6/22
秋田県 三種町観光協会 三種町物産品・イベントPR活動 7/2～7/3
島根県・
山口県

萩・石見空港利用拡大促進協議
会 観る・食べる・遊ぶ　萩・石見くいだおれ市と伝統芸能石見神楽 7/6～7/7

兵庫県 ㈶但馬ふるさとづくり協会 但馬観光キャンペーンIN東京’09 7/8～7/9
愛知県 一色町観光協会 一色町観光・物産フェア「三河の夏、一色のうなぎ・大提灯」 7/15～7/16

沖縄県 沖縄県農林水産物販売促進協議
会 おいでよ、南の楽園、沖縄へ！！ 7/22～7/23

茨城県 常総市観光協会 あったか常総おもてなしフェアと観光キャンペーン 7/28～7/29

山梨県 社団法人やまなし観光推進機構
富士の国やまなし館 平成21年度風林火山物産展 8/5～8/7

福島県 下郷町 下郷町観光物産展　IN　日本橋 9/9～9/10
山形県 鶴岡市観光連盟 山形県鶴岡の観光と物産展 9/14～9/15
長野県 松川町 ちょっとおよりて　美味しい町まつかわ　from�信州 9/17～9/18

新潟県 五泉ファッションタウン推進協
議会 五泉ファッションフェア　in　東京 10/15～10/16

三重県 桑名市物産振興協会 第44回桑名市物産品見本市 10/20～10/21
三重県 三重県津市 いやしの郷めぐり～森・温泉・食　スローライフの旅～ 10/22

大阪府 華やいで大阪・南泉州観光キャ
ンペーン推進協議会 とことん南泉州観光キャンペーンキャラバン 10/26～10/27

栃木県 那須町 「那須高原の魅力発信」観光物産キャンペーン 10/29～10/30

兵庫県 兵庫県加西市・加西ブランド協
議会 今年も届きました。熱い男たちのおいしいお米　IN　加西市 11/5～11/6

静岡県 菊川市茶業協会 静岡県深蒸し菊川茶PRキャンペーン 11/12～11/13
栃木県 矢板市 とちぎ発「矢板のうんまいもの展　IN　日本橋」 11/27
岡山県 新見市・千屋牛振興会 岡山・新見「千屋牛肉フェア」 12/1～12/2
北海道 滝川市産業活性化協議会 北の大地の恵み「北海道たきかわ物産展」 12/7～12/9
三重県 伊勢市 美し国　伊勢の物産展 12/16～12/18

長野県 長野市の観光と物産展実行委員
会 おいでよ長野　～長野市の観光と物産展 12/21～12/22

秋田県 秋田県仙北地域振興局 秋田で元気に！観光物産キャンペーン 1/6～1/8
山形県 米沢市 「上杉の城下町米沢」観光と物産キャンペーン 1/13～1/15
茨城県 日立市地域ブランド推進協議会 いいね！がいっぱい日立市の“口福の郷”フェア 2/4～2/5
千葉県 市川市 魅力満開！春の市川観光物産展 2/9～2/10
栃木県 栃木市 蔵の街とちぎ物産展 2/18～2/19
宮城県 女川町 女川町観光PR「おんがわ豊漁まつり」 2/23～2/24
茨城県 小美玉市空港対策課 （祝）茨木空港開港－「日本全国ご近所大作戦」 2/25～2/26
秋田県 秋田県雄勝地域振興局 あきた県南観光物産展 3/4～3/5
熊本県 宇土市 くまもと宇土市の観光と物産品まつり 3/9～3/11
秋田県 湯沢市（稲川物産観光協会） 伝統の技が息づく秋田県湯沢市物産観光キャンペーン 3/17～3/19
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平成22年度

都道府県名 実�施�主�体 イ��ベ��ン��ト��の��名��称 会場使用期間
静岡県 藤まつり実行委員会 藤まつり・藤枝名産品キャンペーン 4/8～4/9
群馬県 藤岡市 群馬県藤岡市観光物産キャンペーン 4/14
長野県 長野市の観光と物産展実行委員会 おいでよ長野　～長野の春をお届けします！～ 4/27～4/28
静岡県 御前崎市 御前崎市観光キャンペーン 5/12～5/14
新潟県 越後魚沼山菜物産展実行委員会 越後魚沼山菜物産展 5/26～5/28
山梨県 山梨県観光振興課 富士の国やまなし館リニューアルオープン 5/31～6/2
山形県 東根市 第10回　中央区さくらんぼ祭 6/21

沖縄県 第3セクター法人「道の駅」
許田やんばる物産センター 沖縄物産展 6/23～6/25

茨城県 行方市 弐湖の国　茨城県行方市特産品フェア 7/1～7/2
千葉県 千葉市 千葉市シティセールスキャンペーン 7/8～7/9
長野県 アルプスの風観光推進協議会 信州松本地域の観光と名産 7/15～7/16
山梨県 山梨市 JA直送　夏の果実桃ももキャンペーン 7/20～7/21

鳥取・島根・
岡山・広島・

山口県
中国五県物産観光協議会 山陰山陽観光物産展 7/22～7/23

山梨県 社団法人やまなし観光推進機構 平成22年度風林火山物産展 7/26～7/28

大阪府 華やいで大阪・南泉州観光キャ
ンペーン推進協議会 とことん南泉州観光キャンペーンキャラバン 8/2～8/3

群馬県 利根郡片品村 尾瀬の郷・片品村　農産物フェア 8/26～8/27
岐阜県 高山市 飛騨高山フェア　－飛騨高山の観光と物産－ 9/6～9/8

長野県 佐久広域連合 水と、空と、人が創った健康の里　信州佐久平の「ココロとカラダ・
リフレッシュキャンペーン！」 9/13～9/15

愛知県 豊田市観光協会 モノづくりと穏やかな風景が融合　豊田市観光物産展 10/6～10/8
佐賀県 小城市観光協会 佐賀県小城市観光物産展 10/13～10/15

新潟県 五泉ファッションタウン推進協
議会 五泉ファッションフェア　in　東京 10/19～10/20

奈良県 橿原・高市広域行政事務組合 飛鳥地方の美味・美酒・美食　万葉心のふるさと展 10/27～10/29
静岡県 牧之原市 おいらの自慢市　静岡県牧之原市 11/4～11/5

山梨・長野・
静岡県

南アルプス世界遺産登録推進協
議会 魅力満載！！ミニ・南アルプス展 11/12

和歌山県 紀州田辺うめ振興協議会 紀州田辺の梅・みかんフェア 11/25～11/26
広島県 三次市 みよしの観光・特産フェア 11/30～12/2

青森県 おいらせ町 青森おいらせ・ブランド　祝！合併５周年＆新青森開業・新特産
品フェア 12/15～12/17

大阪府 泉南市商工会 泉南市の観光及び泉南ブランド商品（惣菜）のPR 1/12～1/14
愛知県 西尾市観光協会 「三河の小京都�愛知・西尾」�観光物産展 1/19～1/20
山形県 中山町 新鮮なかやま市 1/31～2/1
栃木県 真岡市 ベリー“HOT�HOT”な真岡の観光物産フェア 2/3～2/4
茨城県 日立市地域ブランド推進協議会 いいね！がいっぱい日立市フェア 2/9～2/10
千葉県 香取市 来て・見て・感じて　～小江戸の風情～　千葉県香取市 2/25

山形県 米沢市観光キャンペーン推進協
議会 「上杉の城下町　米沢」観光と物産展 3/2～3/4

熊本県 宇土市観光物産協会 くまもと宇土市の観光と物産品まつり 3/9～3/11
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⑨ イベントスペース利用実績（日本橋プラザ）　

平成23年度

都道府県名 実�施�主�体 イ��ベ��ン��ト��の��名��称 会場使用期間
茨城県 茨城県 がんばろう茨城キャンペーン 4/25～4/26

長野県 長野市の観光と物産展実行委員
会 おいでよ長野～長野の春をお届けします！～ 4/27～4/28

群馬県 群馬県 がんばろう群馬！農産物フェア 5/18～5/19
静岡県 菊川市観光協会 静岡県菊川茶のPRと販売・地元野菜の直売 5/23
福島県 福島県 福島県マルシェ 5/24～5/25
福島県 県南地方振興局 がんばろう　ふくしま！～ふくしまを応援してください！ 5/30
北海道 羅臼町 北海道知床らうす　昆布・海洋深層水フェア 6/1～6/2
山梨県 甲府市観光協会 甲府観光物産展 6/8

大阪府 華やいで大阪・南泉州観光キャ
ンペーン推進協議会 とことん南泉州観光キャンペーンキャラバン 6/20～6/21

山形県 東根市 中央区さくらんぼ祭 6/27
神奈川県 川崎市 川崎市多摩区・生田緑地キャンペーン 6/30～7/1

愛知県 西尾市観光協会 西尾市・幡町郡３町合併記念事業「三河の小京都　愛知・西尾」
観光物産展 7/5～7/6

栃木県 栃木県 とちぎ食の回廊フェア2011�in�日本橋 7/12～7/14
岡山・広島・
山口・鳥取・

島根県
中国五県物産観光協議会 山陰山陽観光物産フェア 7/21～7/22

山梨県 山梨県 「平成23年度富士の国やまなしマルシェ」 7/27～7/29
和歌山県 かつらぎ町観光協会 フルーツいっぱい！かつらぎ町観光PR 8/4～8/5
群馬県 片品村 尾瀬の郷・片品村　農産物＆グリーン・ツーリズムフェア 8/25～8/26

山口県 宇部市 やまぐちの旬「初秋の宇部　観光と物産フェア」
～ぶちうまいけぇ　食べてみてーや～ 8/29

鳥取県 湯梨浜町 鳥取　湯梨浜町キャンペーン 9/1～9/2
岐阜県 高山市 飛騨高山フェア＜飛騨高山の観光と物産＞ 9/7～9/9
愛知県 豊橋市 ええじゃないか豊橋　観光物産展　with　東三河 9/14～9/16

和歌山県 田辺市地域ブランド推進協議会 田辺市観光物産展
＜世界遺産　熊野古道と“紀州の食”物産展＞ 10/6～10/7

三重県 津市 津市・四日市市　観光と物産フェア 10/12～10/14

新潟県 五泉ファッションタウン推進協
議会 五泉ファッションフェアin東京 10/20～10/21

茨城県 日立市地域ブランド推進協議会 ガンバロウ茨城！ガンバロウ日立市！震災復興日立市フェア 10/27～10/28
山形県 鶴岡市観光連盟 鶴岡の観光と物産展 11/1～11/2
熊本県 菊池市 くまもと菊池の物産観光展 11/9～11/10

神奈川県 神奈川集中観光キャンペーン実
行委員会 がんばろう！日本　元気な　かながわ再発見キャンペーン 11/16～11/18

山梨県 ㈳やまなし観光推進機構 山梨ヌーボーフェア 11/24～11/25

愛媛県 広域観光連携推進協議会
（松山市他） 松山市・東温市・砥部町　観光と物産展 11/28～11/30

青森県 おいらせ町 青森おいらせ・ブランド　新青森開業・新特産品フェア 12/7～12/9
秋田県 秋田県雄勝地域振興局 秋田県南観光PRと物産展 1/11～1/13
山形県 中山町 「新鮮なかやま市」 1/26～1/27
栃木県 真岡市 ベリー“HOT�HOT”な真岡の観光物産展 2/2～2/3
愛知県 豊川市観光協会 豊川市観光物産展 2/6～2/7
山口県 山口県 おいでませ山口館100万人達成記念イベント 2/8

千葉県 八街市優良特産落花生推奨協議
会 落花生の郷やちまた　物産展 2/10

石川県 七尾特産品協会 能登・七尾特産品フェア 2/15～2/17
兵庫県 淡路市商工会 ～日本発祥の地“淡路島”～御食国（みけつくに）キャンペーン 2/29～3/2

岩手県 盛岡市 おでんせ盛岡・八幡平
－震災から１年　東北観光博＆いわてDCが始まります－ 3/15～3/16
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平成24年度

都道府県名 実�施�主�体 イ��ベ��ン��ト��の��名��称 会場使用期間
群馬県 藤岡市 藤岡市観光物産キャンペーン 4/17
静岡県 富士宮市観光協会 富士の麓の観光物産展・富士宮 4/24～4/25
福井県 大野市 越前おおの名水楽座 4/26～4/27
埼玉県 鴻巣市 「花のまち　こうのす」観光物産展 5/1～5/2
静岡県 御前崎市観光協会 「夏だ！海だ！おいでよ　御前崎へ」 5/10～5/11

山形県 かみのやまの観光と物産展実行
委員会 蔵王の麓　城下町かみのやまの名産・特産市 5/17～5/18

山口県 山口県 おいでませ山口館10周年記念イベント 5/22～5/23
岐阜県 飛騨市特産会 「まるごと飛騨ホッとな贈り物」飛騨市観光と物産展 6/12～6/13
愛知県 豊川市観光協会 豊川市観光物産展 6/18～6/19

新潟県 大地の芸術実行委員会・水と土
の芸術祭実行委員会 「越後妻有と新潟市の芸術祭を楽しもう！」 6/20～6/21

山形県 東根市（果樹王国ひがしね観光
物産推進協議会） 中央区さくらんぼ祭 6/25

沖縄県 北部広域市町村圏事務組合 沖縄の地より！～やんばるの恵みを皆様へ～ 6/28～6/29
石川県 珠洲市物産協会 奥能登・珠洲（すず）夏祭りフェア 7/2～7/3
山梨県 小菅村 よってがっせぇ多摩源流　小菅村 7/9～7/10
福岡県 久留米市 キラリ久留米PRキャンペーン 7/12～7/13

大阪府 華やいで大阪・南泉州観光キャ
ンペーン推進協議会 とことん南泉州観光キャンペーンキャラバン 7/17～7/18

福島県 ブランドすかがわ推進協議会 「がんばろう須賀川！物産市」 7/19～7/20
山梨県 山梨県 「富士の国やまなしマルシェ」 7/24～7/25

鳥取・島根・
岡山・広島・

山口県
中国五県特産観光協議会 山陰山陽観光物産フェア 8/1～8/2

福島県 いわき観光まちづくりビュー
ロー “いわきうまいべ！市”といわき市観光PR 8/7～8/8

千葉県 船橋市、市川市農業協同組合 今が旬！「船橋のなし」PRキャンペーン 8/17
富山県 滑川市 滑川（なめりかわ）からこんにちは　ハッピーホタルイカロード 8/22
広島県 世羅町観光協会 「駅伝のまち　せら」秋の味覚祭り 8/27～8/28
千葉県 市川地域ブランド協議会 “ブランド梨”に“幻の三番瀬海苔”東京の隣町、市川物産展 9/4

青森県・鹿児
島県 平川市・南九州市 平川市・南九州市合同観光物産祭り 9/7～9/8

福島県 福島県県南地方振興局 「ふくしまから　はじめよう。」
～福島県県南地方の観光と物産展～ 9/18～9/19

茨城県 なめがた食彩マーケット会議 弐湖の国　茨城県行方市特産品フェア 9/26

三重県 東京シティプロモーション実行
委員会（津市・四日市市） 「津市・四日市市　観光と物産フェア」 10/11～10/12

長野県 長野市の観光と物産展実行委員
会 おいでよ長野～長野市の観光と物産展～ 10/15～10/16

新潟県 日本橋ファッションフェア実行
委員会（五泉市） 五泉ファッションフェアin東京 10/18～10/19

東京都 利島村・青ヶ島村 東京の小離島　青ヶ島＆利島　観光物産展 10/25～10/26
京都府 舞鶴観光協会 まいづる自慢市 11/9～11/10
鳥取県 米子市観光協会 米子まいもん物産展 11/16～11/17

秋田県 秋田県仙北地域振興局 田沢湖・角舘・横手・湯沢雄勝地域　秋の“食・農・観”まるごとフェ
ア 11/19～11/20

兵庫県 但馬空港推進協議会 来てみんせ～な！但馬（たじま）へ 11/21～11/22
高知県 三原村 三原村　秋の味覚祭 11/26～11/27
新潟県 佐渡市 朱鷺と暮らす郷・佐渡収穫祭 11/29～11/30
愛知県 豊橋市 豊橋・東三河　ええじゃないかマルシェ�in�日本橋 12/4～12/5

和歌山県 和歌山地域地場産業振興セン
ター 和歌山の観光と物産展 12/6～12/7

鳥取県 倉吉市 倉吉いいものコレクション 2/5～2/6
栃木県 真岡市 ベリー“HOT�HOT”な真岡の観光物産展 2/7～2/8
徳島県 勝浦町 四国徳島・勝浦町　特産品まけまけいっぱいフェア 2/14～2/15
宮崎県 宮崎県物産貿易振興センター 宮崎観光・物産フェア 3/14～3/15
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⑨ イベントスペース利用実績（日本橋プラザ）　

平成25年度

都道府県名 実�施�主�体 イ��ベ��ン��ト��の��名��称 会場使用期間
群馬県 藤岡市 藤岡市観光物産キャンペーン 4/18
鹿児島県 鹿児島県東京事務所 かごしま春の新茶と美味しいものマルシェ 4/25～4/26
北海道 上士幌町観光協会 十勝上士幌町観光PR・物産展 4/30～5/1
静岡県 御前崎市観光協会 静岡県最南端の岬のまち「御前崎に行ってみよう！」 5/9～5/10
高知県 仁淀川町 水と自然の恵み～仁淀ブルーの源流から 5/13～5/14
福島県 玉川村 玉川村物産展 5/17
新潟県 粟島浦村 人口333人新潟県離島「あわしま」って知っていますか展 5/22～5/23
山形・
和歌山県 熊野本宮観光協会・上山市 ほんまもん！ん～まいもん祭り 6/17～6/18

大阪府 華やいで大阪・南泉州観光キャ
ンペーン推進協議会 とことん南泉州観光キャンペーンキャラバン 6/24～6/25

香川県 香川県観光交流局 「うどん県・時間旅行物語」及び「瀬戸内国際芸術祭2013」PRイ
ベント 6/27～6/28

山形県 東根市（果樹王国ひがしね観光
物産推進協議会） 中央区さくらんぼ祭 7/1

宮城県・京都
府・広島県 日本三景観光連絡協議会 震災から見事復興！元気です松島！日本三景合同キャンペーン 7/16～7/17

岡山・広島・
山口・鳥取・

島根県
中国五県物産観光協議会 山陰山陽観光物産フェア 7/18～7/19

奈良県 橿原・高市広域行政事務組合 心のふるさと　奈良・飛鳥地方にうまいもんあり！！ 7/23～7/24
山梨県 山梨県 富士の国やまなしマルシェ 7/25～7/26
山梨県 甲府市 甲府観光物産展 8/1
東京都 小平市 小平市「出張！ブルーベリーまつり」 8/6～8/7
千葉県 船橋市、市川市農業協同組合 今が旬！「船橋のなし」PRキャンペーン 8/21

福島県・茨城
県

いわき市・北茨城市・高萩市広
域観光行政連絡協議会 いわき市・北茨城市・高萩市広域観光行政連絡協議会PRイベント 8/22～8/23

長野県 泰阜村 泰阜村・平谷村　名産品、夏野菜フェア 8/28
福井県 坂井市 越前・坂井市（福井県）の特産品PRキャンペーン 9/5～9/6
徳島県 徳島県 徳島観光物産展「美味いよ！とくしまキャンペーン」 9/9～9/10
島根県 島根県市町村総合事務組合 日本橋「しまねまちナビ」フェア 9/11～9/12
長野県 上伊那北部観光連絡協議会 辰野町・箕輪町・南箕輪村　伊那谷北部観光物産展 9/17～9/18

福島県 三島町 来てみらんしょ！見てみらんしょ！
編み組工芸の里・奥会津三島町 9/24～9/25

京都府 京都丹波観光協議会 京都丹波観光協議会
（～京都丹波の恵み～　秋の観光・特産キャンペーン） 10/3～10/4

長野県 長野市 おいでよ長野～長野市の観光と物産展～ 10/15
新潟県 五泉市観光協会 五泉ファッションフェアin東京 10/17～10/18

三重県 東京シティプロモーション事業
実行委員会 津市・四日市市　観光と物産フェア 10/21～10/22

山口県 山口県 おいでませ山口！秋の観光物産フェア 10/24～10/25
岐阜県 輪之内町 「おいじゃあ輪之内」　輪中の町　ぎふ・輪之内町 10/30～10/31
東京都 武蔵村山市 武蔵村山市ってどんなとこ 11/5～11/6
茨城県 あみ観光協会 まい・あみ・マルシェ日本橋 11/8

神奈川県 神奈川集中観光キャンペーン実
行委員会 神奈川集中観光キャンペーン 11/12～11/13

秋田県 湯沢市観光物産協会 秋田県湯沢市観光物産キャンペーン 11/19～11/20
福島県 福島県県南地方振興局 「ふくしまから　はじめよう。」～福島県県南地方の観光と物産展 11/21～11/22

長野県・山梨
県・群馬県

日本で最も美しい村連合　長野
県会議

「日本で最も美しい村」連合　長野県・群馬県・山梨県　観光物産
展2013 11/28～11/29

兵庫県 宝塚市 モノ・コト・バ宝塚物産フェア 12/5～12/6
静岡県 菊川市観光協会 菊川市観光物産展 1/16～1/17
神奈川県 西さがみ観光協議会 西さがみ観光協議会　観光物産展 1/21
鹿児島県 いちき串木野市 鹿児島県いちき串木野市の物産と観光展 1/27～1/18
愛知県 西尾市観光協会 西尾市制60周年記念事業「三河の小京都　愛知・西尾」観光物産展 1/29～1/30
千葉県 市原市観光協会 千葉県市原市の観光物産展 2/6～2/7
愛知県 新城市 愛知県新城市観光・物産展 2/13

石川県 七尾特産品協会 能登七尾！ちょっと寄ってかんかいね。
～七尾の食と心のおもてなし～ 2/18～2/19

北海道 平取町地域活性化協議会 平取町地域活性化協議会　平取町PR展 3/10
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平成26年度

都道府県名 実�施�主�体 イ��ベ��ン��ト��の��名��称 会場使用期間
滋賀県 長浜市 「観音の里・長浜」観光物産展 4/2～4/3
群馬県 藤岡市 藤岡市観光物産キャンペーン 4/17
鹿児島県 鹿児島県 かごしま春の新茶とおいしいものマルシェ 4/24～4/25

北海道 上士幌町観光協会 大雪山国立公園80周年記念　北海道十勝上士幌町・鹿追町・新得
町まつり 4/30～5/1

福島県 喜多方観光物産協会 喜多方観光物産展 5/8～5/9

宮崎県 特定非営利活動法人
ごかせ観光協会 宮崎五ヶ瀬釜炒茶“新茶まつり”物産展 5/13～5/14

鳥取県 米子市観光協会 米子まいもん物産展 5/15～5/16

秋田県 本場大館きりたんぽまつり
実行委員会 本場大館きりたんぽまつりPR活動 5/20～5/21

埼玉県 鶴ヶ島市 脚折雨乞行事・狭山茶新茶　キャンペーン 6/19～6/20
山形県 東根市 中央区さくらんぼまつり 6/23

大阪府 華やいで大阪・南泉州
観光キャンペーン推進協議会 とことん南泉州観光キャンペーンキャラバン 6/30～7/1

福岡県 福岡県観光推進協議会 匠味（たくみ）な福岡～味と技～ 7/17～7/18
山梨県 山梨県 富士の国やまなしマルシェ 7/24～7/25

山形県 米沢市観光キャンペーン推進協
議会 上杉の城下町米沢　観光キャンペーン 7/30～7/31

静岡県 浜松市 浜松山里いきいきマルシェ 8/4～8/5
福島県 大玉村 「大いなる田舎」福島県　大玉村　観光物産展 8/28～8/29
茨城県 石岡市 古都石岡の観光と物産展フェア 9/2～9/3

長野県 佐久広域連合 自然豊かな健康長寿のまち　～信州佐久地域～　
ココロもカラダも佐久っと元気に！ 9/4～9/5

島根県 島根県市町村総合事務組合 日本橋「しまね市町村（まち）ナビ」フェア 9/10～9/11
福井県 坂井市 越前　まるごと坂井市　魅力の再発見 9/16～9/17
兵庫県 西播磨観光協議会 西播磨観光協議会　首都圏観光キャンペーン 9/18～9/19

佐賀県 神埼市 国の名勝「九年庵」と弥生「吉野ヶ里」佐賀　
神埼市観光物産フェア 10/2～10/3

和歌山県 田辺市地域ブランド推進協議会 西の田辺（和歌山県）東の上山（山形県）共同フェア 10/9～10/10

三重県
東京シティプロモーション
事業実行委員会
（三重県四日市市・津市）

四日市市・津市　観光物産フェア 10/14～10/15

新潟県 五泉市観光協会 東京日本橋五泉フェア 10/16～10/17
福岡県 久留米市 キラリ久留米PRキャンペーン 10/22～10/23
香川県 観音寺市 四国のまんなか！まるごと！かんおんじフェア 11/17～11/18
長野県 山ノ内町 北信州フルーツの里やまのうち直送！農産物フェア 11/19～11/20
愛媛県 西条市 四国・愛媛県　いよっ！「伊予西条」の“旬”をお届け！！ 11/27～11/28
京都府 福知山市 どっこいせ丹波福知山ふるさとフェアー 12/1～12/2
和歌山県 和歌山市 和歌山の観光と物産展 12/4～12/5
埼玉県 鴻巣市 さいたま・こうのす特産市 12/11～12/12
奈良県 奈良県 奈良県南部・東部地域特産品展 12/15～12/16

千葉県 千葉県八街市優良特産落花生推
奨協議会 落花生の郷やちまた　収穫祭 1/15～1/16

神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎と陸前高田の土産市 1/20～1/21
栃木県 真岡市 ベリー“HOT��HOT”な真岡の観光物産展 1/22～1/23
徳島県 勝浦町 四国徳島・勝浦町　特産品まけまけいっぱいフェア 2/5～2/6
静岡県 静岡県沼津市物産振興協議会 沼津市観光物産キャンペーン【沼津自慢】 2/13

石川県 石川県七尾特産品協会 能登七尾！ちょっと寄ってかんかいね。
～七尾の食と心のおもてなし～ 2/17～2/18

茨城県 茨城県日立市観光物産協会 いいね！がいっぱい　日立の物産祭り　In　日本橋 2/26～2/27
東京都 葛飾区 下町かつしかスイーツフェア 3/12～3/13
愛知県 半田市 愛知・半田の恵みとともに～酢・酒・カブトビール～ 3/19～3/20
高知県 一般社団法人　安芸市観光協会 土佐のあきに、あいにきて！ 3/23～3/24
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⑨ イベントスペース利用実績（日本橋プラザ）　

平成27年度

都道府県名 実�施�主�体 イ��ベ��ン��ト��の��名��称 会場使用期間
群馬県 太田市 太田市観光PR 4/16

新潟県 一般財団法人　小千谷市産業開
発センター うまさぎっしり　新潟おぢや物産フェア 4/16～4/17

鹿児島県 鹿児島県 かごしま春の新茶と美味しいものマルシェ 4/23～4/24
静岡県 御前崎市観光協会 夏だ海だ！「御前崎の海を楽しもう！」 5/14～5/15
神奈川県 平塚市 平塚市　観光物産展 6/3
福井県 鯖江市 みんな鯖江に来とっけの！ふるさとさばえ　いいもの紹介 6/11～6/12
山形県 東根市 中央区さくらんぼ祭り 6/22
群馬県 沼田市 上州ぬまたの物産展 7/2～7/3
愛媛県 松野町 南予しまんとアウトドアパラダイス 7/9～7/10

－ 一般財団法人　地域活性化セン
ター センター30周年記念事業　自治体アンテナショップミニまつり 7/13～7/14

秋田県 大仙市観光物産協会 秋田県大仙市　どど～んと、うまいもの市 7/16～7/17
－ 中国五県物産観光協議会 山陰山陽観光物産フェア 7/23～7/24

島根県 島根県市町村総合事務組合 日本橋しまね市町村（まち）ナビフェア 8/5～8/6
北海道 岩見沢市 産地直送！まるごと岩見沢 8/20～8/21
山梨県 甲府市観光協会 静岡・甲府観光物産展 8/26
京都府 城陽市 京都・城陽の魅力　体感キャンペーン 8/27～8/28
千葉県 大多喜町 千葉“大多喜町”移住・観光キャンペーン 9/1～9/2
長野県 佐久広域連合 自然豊かな健康長寿のまち～信州佐久地域～ 9/10～9/11

福島県 福島県県南地方振興局 「ふくしまから　はじめよう。」福島県県南地方の観光ＰＲと物産
展 9/14～9/15

山口県 一般社団法人山口県物産協会 山口県秋のぶちうまフェア　2015 9/17～9/18
埼玉県 県央地域観光協会 埼玉県央地域　観光協会　物産展 9/29～9/30
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⑩ 地域づくり団体全国研修交流会開催実績　

回数
大会名 開�催�日 開��催��地 基��調��テ��ー��マ 参加者

数

第23回
沖縄大会

H18/2/10～11
（離島は～12）

沖縄県那覇市
沖縄県立武道館　他

美ら島・シマおこし大会
～いちゃりばちょーでー　仲間づくり～ 339人

第24回
愛知大会 H18/11/10～11 愛知県名古屋市

ウィルあいち　他
「人」の元気が、「地域」の元気
―愛＋智の国にようこそ！－ 286人

第25回
茨城大会 Ｈ20/2/1～2 茨城県水戸市

茨城県立県民文化センター　他
人が育ち　風土が生まれる。
いばらきで語ろう。未来につなぐ地域づくり 344人

第26回
愛媛大会 H20/11/14～15 愛媛県宇和島市

南予文化会館　他
きなはいや伊予の国
～広めよう地域づくりの輪～ 322人

第27回
佐賀大会 H22/2/5～6 佐賀県佐賀市

佐賀市文化会館　他
「もやい」でつなぐ「協働のまち」
～平成まちづくり維新は佐賀から～ 273人

第28回
青森大会 H22/11/12～13 青森県青森市

ホテル青森　他
出会う　つながる　動き出す
～みんながけやぐ（仲間）青森で～ 297人

第29回
熊本大会

Ｈ23/5/13～15
※（H23/5/14～15）

熊本県熊本市　　　　　　　　　
ホテル熊本テルサ　他
※（くまもと県民交流館パレア）

かたらんね！もえる火の国熊本で
※（熊本県地域づくり団体研修交流会） 200人

第30回
鳥取大会 H24/9/28～30 鳥取県倉吉市　　　　　　　　

鳥取県立倉吉未来中心　他
「日本一小さな県から大きく発信」
～集い・語り・紡ぐ～ 353人

第31回
福井大会 H25/11/15～17 福井県あわら市

あわら温泉グランディア芳泉　他
幸福度No.1、日本のまんなか福井から地域力発信
～「越山若水」歴史・自然と食が織りなすふるさとづ
くり～

363人

第32回
三重大会 H26/11/7～9 三重県津市

グリーンパーク津　他
みんなで動くと、こんなにすごい
～美し国・三重から元気発信～ 262人

第33回
石川大会 H27/8/29～31 石川県七尾市

能登演劇堂　他
地域づくりの再構築
～たてわり地域づくりを円陣に～ 集計中

※�参加者数については、参加負担金を支払った人数を記載（大会運営スタッフなど無料参加者は除く）。
※�第29回熊本大会は東日本大震災により、規模を縮小して開催。

➡ 本編 P29
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⑪ 地域づくりコーディネーター研修会開催実績　
開催年度 平成17年度 平成18年度

テーマ 新時代が求める地域づくりコーディネーター 地域経営と組織マネージメントを学ぶ

開催日 3/9～10 8/22～23

場所 ルポール麹町（東京都） 虎ノ門パストラル（東京都）

開催年度 平成19年度 平成20年度

テーマ 地域経営と組織マネジメント 「人材育成と組織連携」
～地域づくり・人づくり・価値づくり～

開催日 8/30~31 9/29～30

場所 虎ノ門パストラル（東京都） 虎ノ門パストラル（東京都）

開催年度 平成21年度 平成22年度

テーマ 「地域資源活用と地域づくり組織」
～地域づくりコーディネーターの役割～

「人間力が生み出す持続可能な地域づくり」
～組織活動の継続と持続的発展～

開催日 9/28~29 8/30~31

場所 虎ノ門パストラル（東京都） ルポール麹町（東京都）

開催年度 平成23年度 平成24年度

テーマ 「震災からいかに立ち上がるか」
～地域づくりコーディネーターの果たす役割とは～ 地域資源を残す！伝える！つくりだす！新たな挑戦

開催日 9/1~2 8/29~30

場所 TKPカンファレンスセンター（宮城県仙台市） 天神チクモクビル（福岡県福岡市）

開催年度 平成25年度第１回 平成25年度第２回

テーマ ～地域の魅力を発掘！～　地域資源活用によるまちづくり 条件不利地域の再生にコーディネーターは如何に取り組む
か

開催日 8/5 3/14

場所 スペースアルファ三宮　（兵庫県神戸市） ホテルルポール麹町　（東京都）

開催年度 平成26年度第１回 平成26年度第２回

テーマ 人の五感に響く地域づくりとその方法 田舎の持つポテンシャル、最先端で面白い！

開催日 9/5 3/13

場所 TKP名古屋ビジネスセンター（愛知県名古屋市） 東京グリーンパレス（東京都）

開催年度 平成27年度第1回 平成27年度第2回

テーマ 「元気！アイデア！チャレンジ！」による輝く地域づくり 未定

開催日 8/4~5 未定

場所 とかちプラザ（北海道帯広市） 東京都内

➡ 本編 P29
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⑫ 地域づくり団体全国協議会都道府県別登録団体数　
平成27年8月31日現在

ブロック別 都道府県 都道府県協議会名 地域づくり団体数

北海道・東北

北海道 北海道総合政策部人口減少問題対策局地域政策課 173 団体
青森県 青森県地域づくりネットワーク推進協議会 322 団体
岩手県 岩手県地域づくり連絡会議 536 団体
宮城県 みやぎ地域づくり団体協議会 194 団体
秋田県 秋田県地域づくり団体協議会 53 団体
山形県 ふるさと山形塾ネットワーク 27 団体
福島県 福島県まちづくり会議 109 団体
新潟県 地域づくり団体新潟県協議会 73 団体

関�東

茨城県 地域づくり団体茨城県協議会 92 団体
栃木県 地域づくり団体栃木県協議会 96 団体
群馬県 群馬県地域づくり協議会 155 団体
埼玉県 地域づくりネットワーク埼玉県協議会 30 団体
千葉県 地域づくり団体千葉県協議会 66 団体
東京都 東京都地域づくり団体協議会 37 団体
神奈川県 神奈川県地域づくり団体協議会 23 団体
山梨県 山梨県地域づくり団体協議会 34 団体
長野県 地域づくりネットワーク長野県協議会 104 団体
静岡県 しずおか未来づくりネットワーク 50 団体

東海・北陸

富山県 富山県観光・地域振興局　地方創生推進室地域振興課 20 団体
石川県 石川地域づくり協会 123 団体
岐阜県 地域づくり団体岐阜県協議会 73 団体
愛知県 愛知県地域づくり団体交流協議会 141 団体
三重県 みえ地域づくり団体交流会議 359 団体

近�畿

福井県 福井県地域づくりネットワーク協議会 32 団体
滋賀県 滋賀県総務部市町振興課 33 団体
京都府 京都府地域づくり団体ネットワーク協議会 56 団体
大阪府 大阪府地域づくり団体協議会 24 団体
兵庫県 ひょうごふるさとづくり交流会議 152 団体
奈良県 奈良県地域づくり団体協議会 79 団体
和歌山県 地域づくりネットワーク和歌山県協議会 59 団体

中�国

鳥取県 公益財団法人とっとり県民活動活性化センター 56 団体
島根県 島根県地域づくりネットワーク協議会 54 団体
岡山県 地域づくり団体岡山県協議会 273 団体
広島県 広島県地域政策局地域力創造課 93 団体
山口県 地域づくり団体山口県協議会 53 団体

四�国

徳島県 徳島県地域づくりネットワーク協議会 47 団体
香川県 香川県地域づくりネットワーク協議会 28 団体
愛媛県 愛媛県ふるさとづくりネットワーク推進会議 261 団体
高知県 高知県地域づくり連絡会議 41 団体

九�州

福岡県 地域づくりネットワーク福岡県協議会 154 団体
佐賀県 佐賀県地域づくりネットワーク協議会 43 団体
長崎県 長崎県地域づくりネットワーク協議会 101 団体
熊本県 火の国未来づくりネットワーク 203 団体
大分県 公益社団法人ツーリズムおおいた 53 団体
宮崎県 宮崎県地域づくりネットワーク協議会 168 団体
鹿児島県 南のふるさとづくり協議会 43 団体
沖縄県 沖縄県地域づくりネットワーク 52 団体

合������������計 5,048 団体
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⑬ 地域づくり団体全国協議会助成事業実績　
地域づくり団体活動支援事業助成実績（地域づくり団体）
平成17年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日
1 田原凧保存会 愛知県田原市 桜庭　義造 津軽凧の会・津軽凧絵師 5/20、21
2 白石市身体障害者福祉協会　越河支部 宮城県白石市 若生　栄 安木節保存会・会長 5/29
3 NPO法人�南会津グリーンストッククラブ 福島県南会津郡 本田　雅一 日本フライングディスク協会　理事 6/4、5
4 共育を考える会 宮城県仙台市 堤　友彦 楽器工房ムジカ 6/11
5 古川子ども劇場 宮城県古川市 だるま森 ハルオン楽舎　総合工作芸術家 6/11、12
6 特定非営利活動法人　コミネット協会 熊本県阿蘇市 宮北　隆志 熊本学園大学大学院社会福祉学研究科　教授 6/11、12
7 奈良FIC（地域のあすを創る会） 奈良県奈良市 神木　哲男 奈良県立大学学長 6/22

8 特定非営利活動法人�時をつむぐ会 群馬県高崎市 ハンス・ゲオルグ・
ケルナー ケルナー・スティック・フィグーレン社　社長 6/24

9 特定非営利活動法人　群馬まちづくりフォーラム 群馬県高崎市 片岡　勝 ㈱プレスオールターナティブ　代表 6/25
10 NPO法人�農と地域のふれあいネットワーク 福井県福井市 栗本　英世 特定非営利活動法人　NGOモニティ代表 6/26
11 特定非営利活動法人　共生のエートス 山口県宇部市 後藤　勝美 京都大学付属薬用植物園　講師 6/30、7/１
12 トラタン村 山口県柳井市 酒井　佑 酒井酒造㈱社長 7/7
13 周防大島自然体感クラブ 山口県大島郡周防大島町 大田　康博 徳山大学経済学部助教授 7/7、14、21、28

14 グループさつき生活学校 愛媛県新居浜市 沢　環 NPO法人�全国生涯学習まちづくり協会　まち
づくりコーディネーター 7/17

15 特定非営利活動法人�ディヘルプ 千葉県我孫子市 加藤　仁 ノンフィクション作家 7/17
16 わっさむふるさと交流委員会 北海道　和寒町 貫太　桂一 ホテルクラビーサッポロ　料理長 7/20
17 藁の家をつくる会 兵庫県加古川市 黒川　史明 NPO法人カムナプロジェクト　事務局長理事 7/23、24
18 ぶたいサポート・みやぎNPO 宮城県登米郡南方町 南部　敏郎 7/31
19 鬼ノ城塾 岡山県総社市 隈　研吾 慶応義塾大学理工学部　教授 8/20
20 わたりを考える会 宮城県亘理町 西村　修 東北大学大学院工学研究科　教授 8/21
21 鴟尾倶楽部 鳥取県西柏郡柏耆町 瀬尾　浩司 写真家 8/27
22 阿波たんけん・はっけん・ほっとけん 岡山県津山市 辻駒　健二 広島県安芸高田市�川根振興協議会�会長 8/28
23 柴田のいいとこ見つけ隊 宮城県柴田郡柴田町 西大立目　祥子 青空編集室　フリーライター 9/3、11/28
24 特定非営利活動法人　ほっとあい 宮城県柴田郡大河原町 佐藤　敬子 特定非営利活動法人　かたくりの会　理事長 9/10
25 大分県生活学校運動推進協議会 大分県大分市 小野　ひさえ 昭和女子大学�副学長 9/13
26 NPOひたかみ水の里 宮城県石巻市 小谷　寛二 福山平成大学教授 9/17～19
27 釧路地方の地名を考える会 北海道釧路市 村崎　恭子 財団法人　日本語教育振興協会　専門委員 9/17、10/19、20
28 久高島振興会 沖縄県島尻郡知念村 亀島　靖 ㈲沖縄ネットワーク　代表取締役 9/18、25、10/2
29 練馬に自然を育む会 東京都練馬区北町 大貫　一夫 ラン・ユリ研究家 9/19
30 青笹町地域づくり連絡協議会 岩手県遠野市 本間　誠 マ・パル長岡�レストラン・オーナー 9/20

31 戦争を語り継ぐ会 青森県青森市 Allen� Nelson
（アレン・ネルソン） 元アメリカ海兵隊員 9/23

32 信州須坂風土舎 長野県須坂市 西村　幸夫 東京大学教授 10/7
33 いさはや国際交流センター 長崎県諫早市 長沼　豊 学習院大学　教職課程　助教授 10/15
34 特定非営利活動法人�さわやか緑花クラブ 兵庫県川辺郡猪名川町 富山　昌克 「NHK趣味の園芸」　講師 10/15
35 NPO法人�夢空間松代のまちと心を育てる会 長野県長野市 延藤　安弘 愛知産業大学大学院　�教授 10/15
36 信州鎌倉村 長野県上田市 多勢　久美子 夕鶴の館　語り部 10/22
37 市民参加と市民自治研究会 北海道札幌市 渡辺　豊博 NPO法人グランドワーク三島　事務局長 10/23
38 社団法人富良野青年会議所 北海道富良野市 草野　健次 財団法人日本バレーボール協会公認講師 10/29、30

39 宙散歩の会 愛媛県上島町 桂　幹人 桂経営ソリューションズ株式会社　
経営コンサルティング 11/2

40 まちなみ企画実行委員会 島根県出雲市 高峰　博保 ㈱クリエイティブ・グルーヴィ　
プランニングディレクター 11/12

41 千厩町自治会協議会 岩手県千厩町 金丸　弘美 食環境ジャーナリスト　
ライターズネットワーク相談役 11/12

42 角田市桜地域婦人会 宮城県角田市 比嘉　昭夫 琉球大学農学部教授 11/13
43 NPO法人�本島町笠島まち並保存協力会 香川県丸亀市 青山　賢信 大阪工業大学　名誉教授 11/23

44 百姓フォーラム 宮城県登米市中田町 生井　兵治 遺伝子組み換えいらないキャンペーン、元筑波
大学客員教授 11/27

45 特定非営利活動法人　フー太郎の森基金 福島県相馬市 アグネス・チャン 歌手・エッセイスト・教育学博士 11/27
46 とうはくCIプロジェクト 鳥取県東伯郡琴浦町 中川　洋 大竹市長 12/3
47 紅茶の会 鳥取県鳥取市 村松　二六 国産紅茶生産者・紅茶製造技術者 12/3

48 特定非営利活動法人�白神自然学校一ツ森校 青森県鯵ヶ沢町 加藤　哲夫 特定非営利活動法人�せんだい・みやぎNPOセ
ンター　代表理事・常務理事 1/19

49 小牛田町無名会 宮城県小牛田町 野田　一夫 ㈶日本総合研究所�会長 1/20
50 水沢市南地区防犯協会 岩手県水沢市 井上　哲雄 神戸市民防災研究所　所長 1/28
51 春日井市コミュニティ推進連絡協議会 愛知県春日井市 新海　英行 愛知学院大学情報社会政策学部教授 2/4
52 清里町まちづくり運動推進協議会 北海道清里町 大山　公男 地域活動アドバイザー 2/18
53 石越一歩の会 宮城県石越町 佐藤　正一郎 前秋田県羽後町長 2/19
54 特定非営利活動法人�阿波グローカルネット 徳島県徳島市 山口　利勝 第一福祉大学通信教育部人間社会福祉学部　助教授 3/19
55 特定非営利活動法人　寝屋川あいの会 大阪府寝屋川市 稲岡　潔 摂南大学経営情報学部�教授 3/22
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平成18年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日

1 お米の勉強会 兵庫県西宮市 霜多　増雄
照沼　勝浩

㈱霜多ファーム　社長
㈱照沼勝一商店　社長 4/22

2 JAあいち尾東豊明たすけあいけやき
の会 愛知県豊明市 大湯　章吉 能登乃國ゆするぎ塾�塾長、石川県地域づくり

協会�運営委員長 4/29

3 村上トライあんぐる 新潟県村上市 小疇　弘一 ㈱アーバンプランニング�社長 5/13
4 パーキンソン病患者とその家族の会 宮城県白石市 武田　篤 東北大学大学院医学研究科　助手 5/21

5 八郷町茅葺屋根保存会 茨城県石岡市

熊谷　秋雄
吉村　徳男
吉村　潤
和田　茂
松澤　敬夫
中野　誠
菊池　健策

㈲熊谷産業�常務取締役
大内宿こめや／「大内結いの会」代表
㈱茅葺屋根保存協会�代表取締役
㈲白川郷かや屋根技術舎�代表取締役
自営業
きたむら茅葺屋根工事
文化庁伝統文化課主任文化財調査官

5/27

6 NPO法人桃源郷づくり岩手県民運動 岩手県盛岡市 吉田　雅夫 元宇都宮大学農学部教授 5/27、28
7 NPOごせまちネットワーク・創 奈良県御所市 酒井　一 三重大学名誉教授、奈良大学教授 6/3

8 すてきな音楽をきく会 兵庫県神河町
野中美千代
宮崎　仁
木野　里子
藤城　佳之

音楽家
音楽家
音楽家
音楽家

6/10

9 ㈳小松青年会議所 石川県小松市 北川　正恭 早稲田大学�公共経営研究科�教授 6/11
10 りあすエコステーションネットワーク 宮城県南三陸町 加藤　博 まちづくり隊隊長、ヒロシカンパニー代表 6/16
11 特定非営利活動法人�TERAKOYA 宮城県大崎市 吉川　和代 NPO法人�さがみはら教育応援団�理事長 6/16、17

12 バーベナあわじ 兵庫県淡路市 藤岡　作太郎 ㈳兵庫みどり公社�花と緑のまちづくり研究所　
技術顧問 6/25

13 いきいきライフ 兵庫県淡路市 吉祥路　勝志 着物創作作家 7/1、2
14 東鳴子ゆめ会議 宮城県大崎市 多田　広巳 アーティスト（創作音具・音あそび） 7/9
15 北の星座共和国建国推進事務局 北海道下川町 鄭　在吉　 国立全北大学法学部教授（韓国） 7/9
16 NPO法人�浮き城のまちづくり協議会 埼玉県行田市 関　幸子 ㈱まちづくり三鷹事業部シニアマネージャー 7/14

17 明るい町づくり協議会 福岡県福岡市 宮村　忠
島谷　幸宏

関東学院大学　教授
九州大学工学部研究院　教授 7/18

18 佐用町商工会青年部 兵庫県佐用町 松橋　淳郎 酒販店勤務 7/20

19 NPO法人�NPO街かどボランティア 岩手県宮古市 米村　洋一 ㈱地域交流センター企画�代表取締役、NPO法
人地域交流センター�副代表理事 7/22

20 舘矢間まさか団 宮城県丸森町

佐藤　久一郎

工藤　利夫

秋葉　賢也

宮城県地域づくり実践塾
＜伊達塾>指導官、伊達政宗歴史館館長
宮城県地域づくり実践塾
＜伊達塾>第１期生、石越一歩の会代表
宮城県地域づくり実践塾
＜伊達塾>第２期生、衆議院議員　　　　　　

7/23

21 岡山HACCP研究会 岡山県倉敷市 松岡　力雄 ㈱環境政策研究所�代表取締役 7/26
22 NPO法人コミュニティおきなわ 沖縄県那覇市 清水　義晴 えにし屋代表・地域づくりプロデューサー 8/5

23 NPO法人�志ネット・石川 石川県白山市 鈴木　中人 いのちをバトンタッチする会代表、㈶がんの子
供を守る会評議員兼東海支部代表理事 8/5

24 阿寒ほろろん祭り実行委員会 北海道阿寒町 池上　志郎 高知よさこい塾　代表 8/25

25 NPO法人�足尾に緑を育てる会 栃木県日光市
加藤　幸子
若林　治美
立松　和平
三浦　佐久子

作家
下野新聞社　論説委員長
作家
作家

8/27

26 野生植物研究所 宮城県大崎市 稲葉　雅子 ㈲ゆうネット　代表取締役 9/2
27 錦織地区駅前周辺まちづくり協議会 大阪府富田林市 久　隆浩 近畿大学理工学部教授 9/4、12
28 網地島の遊歩道を整備する会 宮城県石巻市 高橋　和吉 野生植物研究所　代表 9/9、10

29 NPO法人�瀬戸地域福祉を考える会
まごころ 愛知県瀬戸市 大川　省造 NPO法人ITサポーター瀬戸　副代表 9/12～11/28の

うち12回
30 NPO法人松山子ども劇場21 愛媛県松山市 永野　むつみ 人形劇団ひぽぽたあむ　代表 9/15
31 蔵王通り振興協同組合 宮城県蔵王町 橋本　隆雄 ㈲橋本エンタープライズ　代表取締役 9/21

32 NPO法人　なはまちづくりネット 沖縄県那覇市
小嶋　明
大畑　伸幸
井上　講四

元兵庫県多古町議会議員
益田市教育委員会生涯学習課
琉球大学教育学部　教授

9/23

33 社団法人倉吉青年会議所 鳥取県倉吉市 藤井　喜臣
山本　光範

鳥取県副知事
鳥取県中部総合事務所長 9/24

34 NPO法人�
自立支援センターフィフティ 青森県おいらせ町

百代・ヨウンセン
メッテ・ソノゴウト
キャステン・オルセン
ロルフ・バング・オル
セン
千葉　忠夫

日欧文化交流学院主任講師、社会保健介護士
作業療法士、認知症コーディネーター
看護師
精神科医、地域高齢者精神医療班主任

バンク・ミケルセン記念財団理事長

10/3

35 わたしたちの女性センターを実現する会 岩手県花巻市 広岡　守穂 中央大学法学部教授、佐賀県立女性センター館長 10/14
36 NPO法人佐賀県CSO推進機構 佐賀県佐賀市 早瀬　昇 大阪大学人間科学部�客員教授 10/14

37 酪農家集団　AB-MOBIT 北海道根室市 岡本　昌光
萩原　一郎　　　

NPO法人日本トレッキング協会�専務理事
NPO法人日本トレッキング協会�常務理事 10/14、15

38 ひらた蓬の会 島根県出雲市 菊地　ひと美 イラストレーター、江戸風俗研究家 10/15
39 一関喜多会 岩手県一関市 佐藤　章雄 ㈶第十四世六平太記念財団　評議員 10/15
40 ア．ピース．オブ．コスモス 三重県尾鷲市 中山　恭子 早稲田大学大学院客員教授 10/20
41 すみれ会 宮城県登米市 高橋　和吉 野生植物研究所　代表 10/22
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資 料 編

⑬ 地域づくり団体全国協議会助成事業実績　

№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日

42 NPO法人カシオペア連邦地域づく
りサポーターズ 岩手県二戸市 岡田　敏代 NPO法人ネット八代　理事長 10/22

43 NPO法人宇都宮子ども劇場 栃木県宇都宮市 千葉　知江子
金子　ざん

あそび・劇・表現活動センター　アフタフ・バー
バン 10/25

44 ㈶兵庫丹波の森協会 兵庫県丹波市 養老　孟司 東京大学名誉教授 10/26
45 ながさき・島の自然学校 長崎県小値賀町 西胤　正弘 ㈲カヌースクール九州�代表取締役 10/27、28
46 NPO法人みやざき子ども文化センター 宮崎県宮崎市 内田　良子 子ども相談室「モモの部屋」主宰 10/28
47 西古川共栄会 宮城県大崎市 結城　登美雄 民俗研究家 11/2
48 淀屋牧田屋再生プロジェクト 鳥取県倉吉市 童門　冬二 歴史作家 11/3

49 SENNANまちづくり市民会議 大阪府泉南市
井戸　智樹
中奥　良則
松田　秀逸

歴史街道推進協議会総合プロデューサー
総務省地域再生マネージャー
山田家住宅保存活用協議会

11/4

50 子どもの未来を育てる「群」の会 岩手県奥州市 尾木　直樹 教育評論家、法政大学教授 11/5

51 ハートコール・えひめ 愛媛県松山市
芹沢　俊介
川口　梅子
八木　朱実

社会評論家
松山市男女共同参画推進センター相談員
会社員

11/12

52 水沢まちづくり運動協議会 岩手県奥州市 矢野　大和 佐伯市観光大使 11/21
53 特定非営利法人�阿波勝浦井戸端塾 徳島県勝浦町 菊池　直樹 高知大学大学院生 11/23

54 NPO　伊勢志摩さいこう会 東京都港区
伊藤　滋
村尾　成文
森野　美穂
山田　桂一郎

早稲田大学教授　
㈳国際観光施設協会会長
ジャーナリスト
JTIC.�SWISS代表

11/24

55 ONE�DAY'S広場 宮城県仙台市 八尾　万子
菅原　ヒサ子

日展作家、書道教室経営
刺繍作家 12/6

56 NPO法人�シャローム 福島県福島市 畠田　秀生 牧師 1/28

平成19年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日

1 NPO活動法人　大平宿をのこす会 長野県飯田市 李　康玉 韓国　尚志大学教授　
韓国ウォーキング学会会長 4/28

2 中標津町農業協同組合青年部 北海道中標津町 朴　徹 PMP�Inc.代表 6/6～9

3 特定非営利活動法人　阿波グローカ
ルネット 徳島県徳島市 芳村　幸司 NPO法人　ユニバーサルデザイン推進協会

理事・事務局長 6/10

4 山形地区住みよい環境推進協議会 青森県黒石市

島　康子

高橋　幸江

㈲島木材工業　取締役
青森県教育委員
あおぞら組　代表
黒石市文化財保護委員
青森県教育委員
国重建「高橋家」当主

6/22

5 特定非営利活動法人　ひなたぼっこ 神奈川県平塚市 中島　恵子 九州ルーテル学院大学教授 6/30

6 森山ネットワーク21 長崎県諫早市 バルバラ　ダミュール A�Bertiホテル専門学校　講師
Marco�Polo技術専門学校　講師 7/12～15

7 ちくじんNPO活性化事業団 岡山県倉敷市 洞口　恒明 ㈲スワンマネージメント社　取締役 7/13
8 八千代まちづくり30人会 兵庫県多可町 和崎　宏 インフォミーム㈱　代表取締役社長 7/14

9 NPO法人黒川こころの応援団 宮城県大和町 月乃　光司
（日野　光太） こわれ者の祭典代表、新潟薬科大学非常勤講師 7/14

10 特定非営利活動法人KHJ宮城県タオ 宮城県加美町
奥山　雅久
原　敬造
菱沼　正志
武田　和浩

NPO法人全国引きこもりKHJ親の会代表
精神科　原クリニック　院長
臨床心理士　高橋クリニック
牧師、福音牧場「まきばフリースクール」代表

7/21、22

11 グループさつき生活学校 愛媛県新居浜市
加藤　澄子

篠永　京子

元NHKアナウンサー
NHK文化センター　講師
西条クッキングスクール　主宰

7/28

12 赤井地区コミュニティ推進協議会 宮城県東松島市 井上　靖之 タキイ種苗㈱ 7/30
13 ゆいの家 群馬県高崎市 森山　まり子 日本熊森協会　会長 8/19

14 特定非営利活動法人あかねグループ 宮城県仙台市 田中　尚輝 地域創造ネットワーク・ジャパン　専務理事
㈳長寿社会文化協会　常務理事 8/25

15 山陰クリエーターズフォーラム 鳥取県伯耆町 瀬尾　浩司 カメラマン 8/25
16 但馬を映像で発信する会 兵庫県豊岡市 岸本　晃 ㈲プリズム　代表取締役 8/26
17 長崎新社会人ネットワーク 長崎県西海市 森　貴信 ㈱V・ファーレン　取締役 8/26

18 縄文音楽集団「鬼」 宮城県大崎市 八木　久義
梶浦　雅子

東京大学名誉教授
東京大学大学院生 8/31

19 北天太鼓 岩手県奥州市 栗城　宏 劇団わらび座　舞台演出家 9/1

20 加美ふるさと塾 兵庫県多可町

岡本　啓
平澤　雅之
栗原　悠次
赤須　治郎
楠山　俊介
下田　美幸
山根　昌恵

紅茶専門店くれは
農事組合法人　陣構茶生産組合
八女の栗原製茶生産者
赤須企画事務所　所長
下田にぎわい社中　会長
富山紅茶の会　会長
鳥取紅茶の会　事務局

9/1、2

21 楽暮プロジェクト 宮城県仙台市 小松　敬典 東京都立光明養護学校　教諭 9/2

22 財団法人大村国際交流協会 長崎県大村市 田村　太郎 特定非営利活動法人多文化共生センター大阪　
代表理事 9/9
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№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日
23 おはなしの会TOMO 岩手県一関市 秋葉　恵子 瀬田文庫 9/12、13

24 あそぶっくの会 北海道ニセコ町 新田　新一郎
松村　ひろみ

㈲プランニング開　代表取締役
仙台医療秘書福祉専門学校　非常勤講師 9/14、15

25 なはり浦の会 高知県奈半利町 西森　秀一 建築写真家 9/15

26 釧路地方の地名を考える会 北海道釧路市 村崎　恭子 ㈶日本語教育振興協会　調査員
㈶青峰奨学財団　理事" 9/17、10/17、18

27 なるこ未来創造会議 宮城県大崎市 大場　陽子
新藤　武吉

作曲家
書家・美術家 9/22、23

28 気仙沼商工会議所青年部 宮城県気仙沼市 林　秀一 ㈱電通　コーポレート計画局CSR室スーパー
バイザー 9/27、28

29 いさはや国際交流センター 長崎県諫早市 横石　知二 ㈱いろどり　代表取締役副社長 9/29

30 釧路アトピっ子の会 北海道釧路市 明石　真幸
小嶋　なみ子

国立成育医療センターアレルギー科　医員
国立成育医療センターアレルギー科　臨床心理士 10/7

31 ぐんま文化観光社・片品 群馬県片品村 結城　登美雄 宮城教育大学　非常勤講師 10/19
32 ニューパワー21 茨城県龍ヶ崎市 久保田　時治 ㈱常陽産業研究所　フェロー 10/20

33 原村むらづくり生涯学習推進委員会
地域通貨専門部会 長野県原村 森野　榮一 経済評論家、㈱EIWAT取締役 10/25

34 奈半利自然保護研究会 高知県奈半利町 依光　良三 高知大学名誉教授 10/27

35 NPO法人にいはま市民企画ノポック 愛媛県新居浜市 鈴木　敏恵
千葉大学教育学部特命教授
中部学院大学客員教授
有限会社メディアキッチン代表取締役

10/28

36 NPO法人岩手県不登校を考える父母会 岩手県宮古市 矢吹　孝志 マインドヘルス・パーソナリティー　代表 11/4
37 信州須坂風土舎 長野県須坂市 高野　豊 株式会社高野総本店　代表取締役社長 11/9
38 釧路アイヌ文化懇話会 北海道釧路市 小野　有五 北海道大学大学院地球環境科学研究院　教授 11/10
39 石越一歩の会 宮城県登米市 宮原　博道 有限会社地域環境デザイン研究所　所長 11/18

40 特定非営利活動法人本島町笠島まち
並保存協力会 香川県丸亀市

青山　賢信

入江　幸一

大阪工業大学名誉教授
丸亀市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員
丸亀市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員
塩飽勤番所顕彰保存会会長

11/23

41 まちなみ企画実行委員会 島根県出雲市 高峰　博保 株式会社グルーヴィ　取締役プランニングディ
レクター 11/24

42 NPO花かこがわ 兵庫県加古川市 池田　満 ヲシテ文献研究家 11/24
43 NPO法人スポレクRネットいわて 岩手県盛岡市 佐藤　喜也 福祉レクリエーションネットワークinふくしま 12/9

44 特定非営利活動法人しまね歴史文化
ネットワークもくもく 島根県松江市 相良　英輔 島根大学教育学部教授 12/15

45 桜井凧保存会 愛知県安城市 茂出木　雅章
日本凧の会　会長
凧の博物館　館長
株式会社たいめいけん　代表取締役社長

1/13

46 平野地区グリーンツーリズム実行委
員会 山形県長井市 桂　米多朗 落語家 1/19

47 小牛田町無名会 宮城県美里町 藻谷　浩介 日本政策投資銀行　地域企画部参事役 1/26

48 特定非営利活動法人和光まちづくり
NPOセンター 埼玉県和光市

伊藤　清忠
本橋　淳男
渡辺　佳雄

東京学芸大学　名誉教授
和光市商工会　事務局長
株式会社和　やまと設計事務所　取締役副所長

2/11

49 まほろばまちづくり協議会 宮城県大和町 佐藤　郁子
バヤラト

ACT53仙台　事務局長
馬頭琴奏者、モンゴル茶講師 2/17

50 NPO法人おぢかアイランドツーリズム
協会 長崎県小値賀町 アレックス・カー

梶浦　秀樹
株式会社庵　取締役会長
株式会社庵　代表取締役社長 2/21、22

51 えりも花ファンクラブ 北海道えりも町 佐藤　謙 北海学園大学　教授 2/23

52 特定非営利活動法人山形創造NPO
支援ネットワーク 山形県山形市 岡﨑　昌之 法政大学現代福祉学部学部長、教授 2/23

53 I�LOVE�世知原塾 長崎県佐世保市 今泉　重敏 株式会社まちづくり計画研究所　代表取締役 3/1
54 木曜会 佐賀県武雄市 後　房雄 名古屋大学大学院　教授 3/7

55 NPO松山冒険遊び場みんなだいすき！ 愛媛県松山市 北島　尚志 NPO法人あそび環境Museumアフタフ・バー
バン　理事長 3/9

56 NPO法人川崎町の資源をいかす会 宮城県川崎町 小嶋　睦雄 静岡大学　教授 3/15

平成20年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日

1 高松市婦人団体連絡協議会 香川県高松市 西郷　真理子
相川　康子

東京大学大学院工学系研究科非常勤講師
神戸大学経済経営研究所准教授 4/21、5/27

2 三谷地区コミュニティ協議会 香川県高松市 若松　進一 人間牧場主宰
愛媛大学非常勤講師 5/10

3 NPO法人飯綱高原よっこらしょ 長野県長野市 野尻　博 ㈲作芸人磨心事務所　代表取締役 5/17
4 ふるさとサロン「まどこ」 福井県鯖江市 高橋　妙子 日本ハンギングバスケットマスター 5/24
5 パーキンソン病患者とその家族の会 宮城県白石市 久永　欣哉 国立病院機構・宮城病院　臨床研究部長 5/25

6 空き缶でもうけてもええ会 兵庫県佐用町 岸本　晃
松本　佳久

㈲プリズム　代表取締役
住民ディレクター 6/2

7 釧路アトピっ子の会 北海道釧路町 赤澤　晃
小嶋　なみ子

国立成育医療センター　医長
国立成育医療センター　臨床心理士 6/8

8 NPO法人シアターネットワークえひめ 愛媛県松山市 鈴江　俊郎 劇作家
NPO法人京都舞台芸術協会　副会長 6/21、22
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資 料 編

⑬ 地域づくり団体全国協議会助成事業実績　

№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日
9 鳴門市花街道・地域づくりネットワーク 徳島県鳴門市 清重　泰孝 ㈶徳島県観光協会　理事長 6/27
10 春日井市コミュニティ推進連絡協議会 愛知県春日井市 長谷川　幸介 茨城大学生涯学習教育研究センター　准教授 6/28

11 まちかどサロン＆ギャラリー　
いきいきライフ 兵庫県淡路市 藤岡　作太郎 ㈶兵庫県園芸・公園協会花と緑のまちづくりセ

ンター　技術顧問 6/29

12 アートで広がれ!!まちづくりの会 宮城県仙台市 天明　茂 宮城大学　名誉教授 7/1
13 名寄市在宅介護者を支える会 北海道名寄市 内藤　憲孝 ㈲イフ　代表取締役 7/5

14 チャイルドライン　ハートコール・
えひめ 愛媛県松山市 佐藤　節子

（ほか10名）
NPO法人チャイルドライン支援センター　
常務理事　（ほか10名：臨床心理士、保育士等） 7/6、10/4

15 NPO会計支援センター 兵庫県宝塚市 岩永　清滋 NPO法人会計税務専門家ネットワーク　理事 7/12

16 田子町商店街活性化プロジェクト委員会 青森県田子町 市川　智巳
磯島　誠一 ㈱JMTC八戸教室　再就職訓練担当 7/16～9/30

17 お米の勉強会 兵庫県西宮市 岩淵　成紀
木田　洋一

NPO法人田んぼ　代表理事
毎日放送　元経済部長 7/25、26

18 NPO法人霧多布湿原トラスト 北海道浜中町
帰山　雅秀
長坂　有
長坂　晶子
福島　路生

北海道大学大学院　水産科学研究院教授
道立林業試験場　研究職員
道立林業試験場　研究職員
独立行政法人国立環境研究所　主任研究員

7/26、27

19 NPO法人松山子ども劇場21 愛媛県松山市 篠崎　省吾 NPO法人劇団道化　代表理事 7/27

20 特定非営利活動法人元気やまかわ
ネットワーク 徳島県吉野川市 梶本　興亜 京都大学大学院　化学教室物理化学教授 8/3

21 NPO法人スポーツ健康支援センター 茨城県土浦市 矢崎　弥 東京理科大学　准教授 8/8

22 盆踊りを活性化させる会 秋田県八郎潟町 渡辺　恭子
斎藤　康生

ブラジリアンダンスユニットインストラクター
ラテン音楽演奏家 8/9、10

23 社団法人北九州青年経営者会議 福岡県北九州市 竹本　慶三 ㈲タケモト　代表取締役 8/20
24 絵本サークル「てぶくろ」 北海道札幌市 長谷川　義史 絵本作家 8/28
25 OH！鰐元気隊 青森県大鰐町 後藤　春彦 早稲田大学　教授 8/30

26 学生地域くらし創り考房こみっと 長野県上田市 古川　愛哲
清水　卓爾

作家
上田市在住市民 8/31

27 津軽鉄道サポーターズクラブ 青森県五所川原市 江戸家　小猫
萩原　なつ子

ものまね演芸家
立教大学准教授 9/1

28 特定非営利活動法人子ども劇場笠岡センター 岡山県笠岡市 牟田　静香 男女平等推進センター「エセナおおた」 9/6
29 田代島やろう会 宮城県石巻市 阿部　雄 NPO法人宮城県森林インストラクター協会 9/13
30 特定非営利活動法人ひたかみ水の里 宮城県石巻市 小谷　寛二 福山平成大学　教授 9/13～15
31 佐用町商工会青年部 兵庫県佐用町 大高　衛 全国商工会青年部連合会　相談役 9/19
32 水戸女性フォーラム 茨城県水戸市 辻　琢也 一橋大学大学院法学研究科　教授 9/20
33 特定非営利活動法人水上自然遊楽 北海道札幌市 堀　有三 映画プロデューサー 9/23
34 特定非営利活動法人未来図書館 岩手県盛岡市 村上　清 ドイツ証券　ヴァイスプレジデント 9/26

35 大崎地域創造研究会 宮城県大崎市 加留部　貴行
徳田　太郎

NPO法人日本ファシリテーション協会　理事
NPO法人日本ファシリテーション協会　理事 9/26、10/18

36 NPO法人水俣教育旅行プランニング 熊本県水俣市 山本　達雄
澤　克彦

カメラマン
NPO法人コミネット協会専務理事 9/30

37 風待ち研究会 宮城県気仙沼市 上野　勝久
内川　亜紀

東京藝術大学　教授
東京藝術大学　教育研究助手 10/4

38 くらしきパートナーシップ推進ひろば 岡山県倉敷市 加藤　哲夫 NPO法人せんだい・みやぎNPOセンター　
代表理事 10/6

39 津軽三味線全日本金木大会実行委員会 青森県五所川原市 成田　太
秋元　愛

県無形文化財奴踊り保存会　津軽民謡歌い手
県無形文化財奴踊り保存会　三味線奏者 10/8、22

40 渚滑川の会 北海道紋別郡滝上町 小林　峻 NPO法人ねおす　チーフディレクター 10/23、24
41 茅野おやこ劇場 長野県茅野市 大森　靖枝 劇団風の子東京　役者 10/25
42 長崎県青年団連合会 長崎県大村市 白河　桃子 ジャーナリスト 10/25
43 NPO法人同和問題を考える市民の会 愛媛県松山市 山本　譲司 作家 10/28
44 奥松島体験ネットワーク 宮城県東松島市 阿部　雄 NPO法人宮城県森林インストラクター協会 10/29
45 南郷図書館読み聞かせグループおはなし広場 宮城県美里町 とよた　かずひこ 絵本作家 11/1
46 これから行動隊 滋賀県守山市 藻谷　浩介 日本政策投資銀行　地域振興部参事役 11/1

47 飛騨んじい塾 岐阜県高山市 筒井　詮
中山　妙子

NPO法人匠　理事
筝曲演奏家 11/2

48 まねびとネット 島根県大田市 中谷　健太郎 亀の井別荘　代表取締役 11/7
49 東鳴子ゆめ会議 宮城県大崎市 石井　宏子 温泉ビューティー研究家 11/8
50 すばらしい角田を創る協議会 宮城県角田市 和田　博幸 財団法人日本花の会　主任研究員 11/16、17
51 越路・まちみらい工房 新潟県長岡市 竹ヶ原　公 NPOプロワークス十和田　理事 11/18
52 特定非営利活動法人もりおか配食サービス 岩手県盛岡市 熊谷　修 人間総合科学大学　人間科学部教授 11/22
53 岡山県ふるさとづくりももたろう塾連合会 岡山県玉野市 大原　謙一郎 倉敷商工会議所　会頭 11/22

54 淀屋牧田家再生プロジェクト 鳥取県倉吉市 神谷　浩夫
大嶋　信道

金沢大学　教授
NPO法人文京歴史的建物の活用を考える会 11/22

55 特定非営利活動法人　阿波勝浦井戸端塾 徳島県勝浦郡勝浦町 菊池　直樹 高知大学大学院　学生 11/23
56 西古川共栄会 宮城県大崎市 新田　新一郎 ㈲プランニング開　代表取締役 11/27
57 釧路アイヌ語の会 北海道釧路市 井筒　勝信 北海道教育大学　准教授 12/6

58 特定非営利活動法人グランドワーク
福岡 福岡県福岡市 藤澤　安良 体験教育企画　代表 12/9

59 稚内市歴史・まち研究会 北海道稚内市 工藤　裕之 写真家 12/12、14
60 瀬戸市地域婦人団体連絡協議会 愛知県瀬戸市 ジョン　ギャスライト タレント・エコロジスト 12/13
61 特定非営利活動法人シャローム 福島県福島市 千葉　茂樹 日本映画学校　副校長 12/23
62 ハートランドぐり石ネット 兵庫県加古川市 和崎　宏 インフォミーム株式会社　代表取締役 1/20
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№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日
63 岩手町観光ボランティアガイドの会 岩手県岩手郡岩手町 渡壁　ほづみ 株式会社リサージュ　代表取締役 1/31
64 まち景まち観フォーラム・茅ヶ崎 神奈川県茅ヶ崎市 吉田　愼悟 ㈱カラープランニング　取締役 2/7
65 水沢まちづくり運動協議会 岩手県奥州市 青木　裕子 NHKアナウンサー 2/18
66 宮崎ハマユウ会 宮崎県宮崎市 梶　みゆき 園芸研究家 3/28

平成21年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日

1 特定非営利活動法人　
宇都宮子ども劇場 栃木県 千葉　知江子

金子　ざん
北崎　圭太

NPO法人アフタフ・バーバン
　事務局長　
　スタッフ
　スタッフ

4/11、12

2 HANSIN21街づくりの会 兵庫県

森田　尚文
光永　俊郎
赤山　孝志
立田　英雄
足立　賀市

大阪府立大学　元教授
近畿大学　名誉教授
株式会社ナチュラルフーズ　社長
創業アドバイザー
加古川源流の会　会長

4/25

3 森友会 岐阜県 増岡　弘 声優 4/25

4 神山アーティスト・イン・レジデンス
実行委員会 徳島県神山町 野本　寛一 近畿大学名誉教授、民俗学研究所所長、柳田国

男記念伊那民俗学研究所長 5/2

5 ふるさと山城21 京都府 麻生　憲一 奈良県立大学　地行創造学部教授 5/16
6 新小岩南地域まちづくり協議会 東京都 福留　強 聖徳大学　生涯教育文化学科教授 5/23

7 NPO法人よこはま里山研究所 神奈川県 森本　幸裕
鷲谷　いづみ

京都大学大学院教授
東京大学大学院教授 5/30

8 BREATH 鳥取県米子市 かわなか　のぶひろ 映像作家、大学非常勤講師 5/30

9 特定非営利活動法人　東海道・吉原宿 静岡県富士市 野上　泰生 NPO法人ハットウ・オンパク理事/べっぷ野上
本館社長 6/4

10 星都づくり協議会 兵庫県佐用町
西本　淳
原田　恭子
安永　早絵子

音楽家
音楽家
音楽家

6/6

11 大栄生涯学習まちづくり研究会 鳥取県大栄町 山内　道雄 海士町長 6/10
12 人の集まる街づくり市民会議 静岡県静岡市 本間　正人 らーのろじー（学習学）株式会社代表取締役 6/19

13 鬼ノ城塾 岡山県総社市 椹木　野衣
岡部　あおみ

美術評論家・多摩美術大学准教授
武蔵野美術大学教授

6/27、
2/27

14 人まち育てI＆I
（Inspiring　Initiatives） 北海道札幌市 延藤　安弘 愛知産業大学大学院教授 7/11

15 養田まちづくり委員会 兵庫県加古川市 旭堂　南陵 講談師 7/12
16 鬼面太鼓振興会 鳥取県伯耆町 今福　優 和太鼓奏者 7/16
17 大阪狭山市地区長会 大阪府 山崎　丈夫 愛知学泉大学コミュニティ政策学部教授 7/19

18 雲仙遊悠実行委員会 長崎県雲仙市
東川　隆太郎

山田　桂一郎

NPOまちづくり地域フォーラム・かごしま探検
の会専務理事
観光カリスマ

8/1、2

19 グループさつき生活学校 愛媛県新居浜市 沢　環 シンガーソングライター 8/2
20 NPO法人あなたの街の「三河や」さん 宮城県仙台市 吉川　団十郎 陶芸家、歌手、中国貴州省旅游親善大使 8/2

21 エコビレッジライフ体験塾 北海道札幌市 山田　貴宏
糸長　浩司

ビオフィルム環境デザイン室代表
日本大学生物資源学部教授 8/5、9/5

22 NPO日本自治ACADEMY 北海道下川町 安斉　勲
近藤　浩

北海道日本香港協会副会長
北海道新聞前ソウル支局長 8/6、10/2

23 特定非営利活動法人黒川こころの応援団 宮城県大和町 花松　よし子
花松　れいな アーティスト 8/22

24 仙台傾聴の会 宮城県仙台市 鈴木　絹英 NPO法人ホールファミリーケア協会理事長 9/5、6、12、13
25 NPO法人コミュニティおきなわ 沖縄県那覇市 清水　隆太郎 えにし屋副代表・地域づくりコーディネーター 9/22

26 九月は日奈久で山頭火実行委員会 熊本県八代市 富山　鳩山
出水　晃

山頭火ふるさと会名誉会長
自営業　　　　 9/22

27 地域づくりネットワークもりおか 岩手県滝沢村 平井　茂彦 雨森芳州庵館長 9/25、26
28 NPO法人ひだ位山ふるさと学校 岐阜県高山市 千石　正一 動物学者、㈶自然環境研究センター研究主幹 9/26

29 特定非営利活動法人阿波グローカル
ネット 徳島県徳島市 溝口　千恵子 株式会社高齢者住環境研究所代表取締役 9/26

30 右田地域青少年育成協議会 山口県防府市 早川　友希 tysテレビ山口アナウンサー 10/3
31 特定非営利活動法人　循環の島研究室 新潟県佐渡市 高橋　竹山 津軽三味線奏者 10/24

32 津山にほんご会 岡山県津山市
山根　智恵
御子神　慶子
青井　由佳

山陽学園大学准教授
㈶海外技術者研修協会日本語講師
岡山外語学院講師

10/24、31

33 南風原町まちづくり未来塾 沖縄県南風原町 仲島　正教 教育サポーター 11/5
34 ちくじんNPO活性化事業団 岡山県倉敷市 京増　浩志 有限会社京増代表取締役 11/6
35 まちづくりNPOげんき宮城研究所 宮城県東松島市 小泉　凡 島根県立大学短期大学部教授 11/7
36 年輪塾 愛媛県伊予市 佐野　眞一 ノンフィクション作家 11/7
37 楽友協会えひめ 愛媛県松山市 岩崎　和夫 音楽評論家、音楽ジャーナリスト 11/8

38 だいえい国際交流協会 鳥取県大栄町 福井　宏一郎
藤原　一輝

日本カーボンファイナンス㈱社長
紅茶の会代表 11/14

39 特定非営利活動法人こどもステーション山口 山口県山口市 増山　均 早稲田大学文学部教授 11/21

40 地域環境活性化協議会 愛知県尾張旭市
武長　脩行
芝野　博文
山田　隆幸

椙山女学園大学文化情報学部教授
東京大学大学院農学生命科学研究所准教授
名古屋経営短期大学子ども学科准教授

11/21
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資 料 編

⑬ 地域づくり団体全国協議会助成事業実績　

№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日
41 （特非）国際教育推進プロジェクトBeCOM 千葉県銚子市 野村　尚克 Causebrand�Lab.代表、サステナプロデューサー 11/22
42 灘町・宮内邸を守る会 愛媛県伊予市 中田　典子 小浜市企画部食のまちづくり課課長補佐 11/26
43 特定非営利活動法人はかた夢松原の会 福岡県福岡市 岡部　一明 愛知東邦大学経営学部地域ビジネス学科教授 11/29
44 あしたの日本を創る岩手県協議会 岩手県奥州市 矢野　大和 口演・執筆家 12/1

45 ㈱美瑛の学び舎 北海道美瑛町
谷口　威裕
渡部　幸一
三輪　泰史

㈱谷口農場社長
㈱日本経済新聞社営業部
㈱日本総合研究所副主任

12/3、
1/14、2/4

46 なはり浦の会 高知県奈半利町 佐滝　剛弘 NHKラジオセンターチーフディレクター 12/13
47 かぬま市民活動広場ふらっと 栃木県鹿沼市 松原　明 シーズ　市民活動を支える制度を作る会事務局長 12/20
48 長崎ファシリテーション研究会 長崎県諫早市 板本　洋子 ㈶日本青年館結婚相談所　前所長 12/26

49 特定非営利活動法人新田むらづくり
運営委員会 鳥取県智頭町 岡﨑　昌之 法政大学現代福祉学部教授 1/17

50 特定非営利活動法人NPOプラザ・ねこねっと 茨城県つくば市 中島　隆一 弁護士 1/20

51 小牛田町無名会 宮城県美里町
大滝　精一
本間　俊太郎
小泉　保

東北大学大学院経済学研究科教授
元宮城県知事
宮城県気仙沼地方振興事務所長

1/24

52 NPO法人やませデザイン会議 岩手県久慈市 増田　寛也 株式会社野村総合研究所顧問 1/27
53 大木まちづくりセンター運営協議会 福岡県大木町 今泉　重敏 株式会社まちづくり計画研究所代表取締役 1/30
54 まちなかミュージアムワークショップ 青森県八戸市 山脇　直司 東京大学大学院総合文化研究科教授 1/30

55 かりゆし塾同窓会 沖縄県浦添市 木村　俊昭
平敷　徹男

農林水産省大臣官房企画官
琉球大学教授 2/6

56 矢田川に親しむ会 愛知県尾張旭市 岡本　耕平 名古屋大学大学院教授 2/7
57 山形県どぶろく連絡協議会 山形県飯豊町 結城　登美雄 民俗研究家 2/13

58 特定非営利活動法人アレルギーを考
える母の会 神奈川県横浜市 今井　孝成

長谷川　実穂
国立病院機構相模原病院小児科医師
国立病院機構相模原病院臨床研究センター栄養士 2/21

59 ヒナモロコ里親会 福岡県久留米市 秋山　信彦 東海大学海洋学部水産学科教授 2/27
60 スクラム21 岡山県倉敷市 落　亨 ㈱愛知ヤクルト工場取締役 2/27

61 鳥取県自然体験塾 鳥取県智頭町

河合　進
黒田　眞路
白籏　佳三
田中　玄洋
徳永　巧　

観光カリスマ
新庄森林セラピー推進協議会副会長
西粟倉村森の村振興公社
学生人材バンクグリーンツーリズム代表
環境アセスメントセンター代表

2/27

62 津軽郷土復興計画 青森県黒石市 佐藤　博子 ㈱システムブレイン 2/28

63 よしかわNPO連絡会 埼玉県吉川市 森田　貴英
小村　亮雄

映画脚家
米国公認会計士 2/28

64 NPO法人LEAF26 宮城県大崎市
中静　透
梅田　靖子
伊藤　絹子

東北大学大学院生命科学研究科教授
青少年育成指導員
東北大学大学院農学部助教

3/3、21

65 大宰府水から川る会 福岡県太宰府市 鎌田　磨人 徳島大学ソシオテクノサイエンス研究部教授 3/7
66 NPO法人竹の浦夢創塾 石川県加賀市 熊谷　英彦 石川県立大学教授 3/7
67 宇和島市生活文化若者塾「拓己塾」 愛媛県宇和島市 細野　助博 中央大学総合政策学部教授 3/9
68 特定非営利活動法人淡路島アートセンター 兵庫県洲本市 芹沢　高志 ピースリーマネジメント有限会社経営者 3/12

69 スポ・アートサポートみやぎ 宮城県仙台市 池村　美博 北海道・東北ブロック地域リーダー修了者ネッ
トワーク協議会会長 3/27

平成22年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日

1 SENNANまちづくり市民会議 大阪府泉南市

中尾　清
朝広　佳子
堀家　啓男
神田　経治
片木　哲男

大阪観光大学教授
平成遷都1300年祭実行委員会委員長
宿場町枚方を考える会代表
大阪府府民文化部都市魅力創造局副理事
市場の歴史を残す会顧問

4/3

2 粋々まちなかプロジェクト 宮城県仙台市 三瓶　清子 着物創作作家、染織家 4/24

3 中之条町経済活性化プロジェクト里山
テーマパーク部会 群馬県中之条町 猪狩　雅史 植物写真家 4/24、25

4 奥松島体験ネットワーク 宮城県東松島市 阿部　雄 特定非営利活動法人森林インストラクター協会 4/26
5 高松市婦人団体連絡協議会 香川県高松市 金丸　弘美 食総合プロデュサー 4/27
6 NPO ｢豊川をヨイショする会｣ 秋田県潟上市 苅谷　俊介 考古研究者、俳優 4/29
7 三谷地区コミュニティ協議会 香川県高松市 池田　陽子 あずみ農業協同組合 5/8
8 美山町鶴ヶ岡振興会 京都府南丹市 石賀　賀代子 ビスターリ・マーム代表 5/16
9 前川國男の建物を大切にする会 青森県弘前市 綿貫　不二夫 画商、編集ディレクター 5/16
10 NPO法人ア・ピース・オブ・コスモス 三重県紀北町 田口　義明 漆芸家 5/22
11 西表島のお宝探検隊 沖縄県竹富町 林　正道 海洋学者 5/29
12 特定非営利活動法人　さわやか緑花クラブ 兵庫県猪名川町 富山　昌克 園芸コンサルタント 5/30
13 パーキンソン病患者とその家族の会 宮城県白石市 長谷川　隆文 東北大学医学部・神経内科　病棟医長 5/30
14 特定非営利活動法人寝屋川あいの会 大阪府寝屋川市 堀田　力 さわやか福祉財団理事長 6/3
15 ㈵小田原まちづくり応援団 神奈川県小田原市 藤沢　浩一 NHK坂の上の雲担当プロデューサー 6/18

16 発達障害児・者及び家族支援の会シーズ 長野県諏訪市
田口　ランディ
金井　なおみ
山口　貴史

作家
特別支援学校教諭、特別支援教育士SV
無職（当事者）

6/20

17 粟島ドリームランド協議会 新潟県粟島浦村 石毛　芳子 ホテル　ハーフタイム・コンシェルジェ 6/23
18 大崎コミュニティ・カレッジ 宮城県大崎市 林家　とんでん平 落語家・札幌市市議会議員 7/3

27-108272_30年のあゆみ.indb   171 2015/09/15   10:43:19



172

№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日

19 美浦村女性行政推進協議会 茨城県美浦村

岩本　多代
大橋　芳枝
大原　ますみ
川口　敦子
柳川　慶子
山口　果林

夏の会メンバー（女優） 7/4

20 特定非営利活動法人Load.祝 大分県佐伯市 世古　一穂 大学院教授 7/10
21 淡路ふるさと塾 兵庫県淡路市 萩原　茂裕 まちおこしコンサルタント　主宰 7/17～19
22 特定非営利活動法人　シャローム 福島県福島市 保住　将文 チャパス州立芸術科大学　准教授 7/18、19

23 フラワーマスター稚内 北海道稚内市 中井　和子
笠　康三郎

中井景観デザイン研究室　代表
有限会社　緑化計画　代表取締役 7/24

24 能登から日本元気プロジェクト 石川県七尾市 大嶋　啓介
福島　正伸

㈲てっぺん　代表取締役
㈱アントレプレナーセンター　代表取締役社長 7/24

25 夏まつり仙台すずめ踊り実行委員会 宮城県仙台市 三宅　香 日本体育大学教授 7/31、8/1
26 NPO法人　結城まちづくり研究会 茨城県結城市 藤原　美江 ㈱フジ・アート　代表 8/1

27 水沢地区老人クラブ連絡協議会 岩手県奥州市 桂　枝太郎
三笑亭　夢吉

落語真打
落語二ツ目 8/5

28 特定非営利活動法人　ひたかみ水の里 宮城県石巻市 佐藤　友里 自然体験活動指導員 8/9～12
29 福間地域郷づくり推進協議会 福岡県福津市 野村　勝 人と防災未来センター語り部 8/22
30 太陽・自然・人inしばた実行委員会 宮城県柴田町 黒瀬　寛幸 音楽学校講師 8/22
31 農と地域のふれあいネットワーク 福井県福井市 池田　玲子 長野県農村文化協会 8/26、27

32 特定非営利活動法人ひとまちつなぎ
石狩 北海道石狩市

奈須　憲一郎
太田　明子
立波　ゆかり

特定非営利活動法人森の生活代表
太田明子ビジネス工房　代表
企業組合地域食堂きずな　代表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8/27、11/12

33 福井県壮年団連絡協議会 福井県越前市 岡﨑　昌之 法政大学現代福祉学　教授 8/29
34 八戸市自閉症児（者）親の会 青森県八戸市 井上　雅彦 鳥取大学医学部大学院教授 9/4
35 宿場町枚方を考える会 大阪府枚方市 猪熊　兼勝 京都橘大学名誉教授 9/5
36 釧路地方の地名を考える会 北海道釧路市 村崎　恭子 財団法人　日本語教育振興協会　調査官 9/12、13

37 NPO法人北方菌類フォーラム 北海道石狩市 星野　保
槽谷　大河

（独）産業技術総合研究所・北海道大学準教授
独立行政法人�日本学術振興協会�特別研究員 9/20、23

38 鉄ン子文庫 北海道室蘭市 石川　道子 児童文化研究家 9/20、21

39 プライム128 石川県珠洲市 島　康子
古川　美香

青森県大間まちおこしゲリラ青空組
　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　 9/25

40 「日本で最も美しい村」連合 北海道美瑛町 黒田　乃生
山田　泰司

筑波大学　准教授
パシフィックコンサルタンツ㈱ 9/27

41 市民ネットワーク「いまり」 佐賀県伊万里市 渡辺　豊博 特定非営利活動法人グランドワーク三島　理事
長・都留文科大学　教授 10/10

42 ㈵山形創造NPO支援ネットワーク 山形県山形市
椎川　忍
大川　健嗣
岩川　耕治
渡部　順一　

㈵大山中海観光推進機構
東北文教大学
㈵東北青少年自立援助センター
えき・まちネットこまつ

10/16

43 粟島ドリームランド協議会 新潟県粟島浦村 杉本　幹生 無有産研究所　所長 10/16、17
44 特定非営利活動法人　未来図書館 岩手県盛岡市 千田　善 国際ジャーナリスト 10/28

45 一般社団法人　ふるさと文化協会 岡山県岡山市
多良　正裕
福光　辰浩
嘉村　洋一

さざんか塾　塾長
さざんか塾
さざんか塾

10/30、31

46 新居浜市おもちゃ図書館きしゃポッポ 愛媛県新居浜市 鈴木　廣子
鈴木　訪子 福祉ボランティア 11/2

47 釧路町手をつなぐ会ほほえみ 北海道釧路町 三瓶　徹 北広島リハビリセンター特養四恩園施設長 11/4
48 能美の里山ファン倶楽部 石川県能美市 上原　巌 東京農業大学地域環境課　准教授 11/13

49 まねびとネット 島根県大田市
園山　春二
青木　敦生
田邊　達也
成相　脩

招き猫美術館in尾道　オーナー
神迎の道の会　会長
神門通り甦りの会
NPO法人日本古民家研究会　理事長

11/13

50 エコロジー東備 岡山県備前市
木村　真樹
三和　清明
牧　大介

コミュニティ・ユースバンクmomo　代表
NPO法人地域通貨ねやがわ　理事長
㈱西粟倉・森の学校　代表取締役

11/13、27、12/11

51 特定非営利活動法人　元気おたすけ隊 青森県つがる市 志村　尚一 有限会社　ウィルビー　代表取締役 11/16
52 花巻市地域婦人団体協議会 岩手県花巻市 山本　三男 元六合村　村長 11/20

53 社団法人　倉吉青年会議所 鳥取県倉吉市 平田　進也 ㈱日本旅行西日本　営業本部担当部長兼ツアー
コンダクター 11/23

54 絵本読みきかせの会おむすびころりん 宮城県柴田町 丘　修三 児童文学作家 12/4

55 特定非営利活動法人　まちづかい塾 岡山県岡山市 河田　珪子
財部　順子

常設型地域の茶の間「うちの実家」　代表
勇気づけサロン「スッテプ」　代表 12/6

56 ひない塾 秋田県大館市 増田　達夫 名古屋商科大学　教授 12/11
57 札幌オオドオリ大学 北海道札幌市 木村　俊昭 農林水産省大臣官房企画官 12/11
58 芳賀地域「食の街道」推進協議会 栃木県真岡市 えりのあ 歌手・とちぎ未来大使『とちぎ食の回廊広報官』 12/11

59 特定非営利活動法人めむの杜 北海道芽室町 世古　一穂
土田　修

コミュニティ・レストラン代表
東京新聞　次長 12/11

60 特定非営利活動法人　赤磐子ども
NPOセンター 岡山県赤磐市

桜田　舟完
藤原　正憲
藤堂　真沙子
誉田　創観

民族芸能アンサンブル若駒 12/11

61 宮崎ハマユウ 宮崎県宮崎市 池田　あきこ
横塚　眞己人

絵本作家
写真家 12/17～19
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資 料 編

⑬ 地域づくり団体全国協議会助成事業実績　

№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日

62 犬島貝塚調査保護プロジェクトチーム 岡山県岡山市 竹内　信三
久本　健二

自営業・櫃石島の考古学
元山南中学校教諭・堤良夫研究 12/19

63 誰もが住みよい街づくりを広げる市
民講座実行委員会 兵庫県伊丹市

鈴木　恵子
松端　克文
岡本　義博
吉井　健二
内村　恵
水木　直子

ボランティアグループ鈴の会　代表
桃山学院大学　准教授
緑丘小学校地区社会福祉協議会　地区長
花里地区社会福祉協議会　地区長
ヘルプ協会ぐろーりあ　施設長
翠松会伸幸苑　介護支援センター

1/29

64 内子わくわく体験協議会 愛媛県内子町 高砂　樹史 NPO法人　おぢかアイランドツーリズム協会 2/3
65 CSOかんざき 佐賀県神埼市 河井　孝仁 東海大学文学部教授 2/5
66 財団法人　妻籠を愛する会 長野県南木曽町 苅谷　勇雅 国立小山工業高等専門学校　校長 2/5、6
67 川崎の森を育む家づくり　ねっと 宮城県川崎町 湯浅　勲 京都府日吉町森林組合　参事 2/6

平成23年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日

1 NPO法人0－99おかやまおしえて
ネット 岡山県岡山市 石原　達也 岡山NPOセンター　事務局長 4/25

2 ㈳根室青年会議所 北海道根室市 小田島　裕一 ㈲ゴーアヘッドジャパン　取締役事業本部長 5/17
3 桔梗が丘自治連合協議会 三重県名張市 岩崎　恭典 四日市大学総合政策学部　教授 5/22
4 宇和島市生活文化若者塾「拓己塾」 愛媛県宇和島市 久繁　哲之介 民間都市開発推進機構都市研究センター　研究員 5/30

5 神山アーティスト･イン･レジデンス
実行委員会 徳島県神山町 林　英光

森　旬子
愛知県立芸術大学　名誉教授
名古屋市立大学大学院芸術工学研究科　准教授 6/4

6 NPO法人　くるくるネット 北海道室蘭市
井戸　芳之
杉浦　裕樹
佐々木　邦俊

上田市マルチメディア情報センター　副所長
NPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボ　代表
オフィスKUNI　代表

6/4、7/9、9/10

7 アマリリスの会 愛知県常滑市 鈴木　絹英 NPO法人　ホールファミリーケア協会　理事長 6/11
8 ひまわり文庫 北海道室蘭市 吉田　新一 立教大学　名誉教授 6/20
9 葛原文化保存会 広島県福山市 井関　義久 桜美林大学　名誉教授 6/25
10 鬼ノ城塾 岡山県総社市 西沢　立衛 横浜国立大学大学院Y-GSA　教授 6/25

11 ガーデンクラブバーベナあわじ 兵庫県淡路市 藤岡　作太郎 ㈶兵庫県園芸・公園協会　花と緑のまちづくり
センター　技術顧問 7/2

12 備中遊人舎 岡山県浅口市 小西　伸彦 吉備国際大学　社会学部准教授 7/3
13 社団法人日向青年会議所 宮崎県日向市 須川　一幸 ㈱地域振興研究所　代表取締役 7/7

14 えりも花ファンクラブ 北海道えりも町 門田　裕一 国立科学博物館植物研究部　陸上植物研究グ
ループ　研究主幹 7/9

15 「緑いっぱい市民運動」世話人会 北海道釧路市 中井　和子
笠　康三郎

中井景観デザイン研究室　代表
㈲緑化計画　代表取締役 7/9

16 花ふぶき一座 宮崎県都城市
鈴木　康子
黒木　彰子
善家　里絵

酒谷どれみ音楽教室　代表
ピアノ調律師
アート作家

7/16

17 塚本実行委員会 群馬県太田市 渡辺　幾雄 邑楽町里神楽獅子舞保存会 7/16～1/2

18 NPO法人　がるだする 北海道苫小牧市 坪内　俊憲
原田　修

野生生物専門ボルネオ保全トラストジャパン　理事長
ウトナイ湖サンクチュアリ　レンジャー 7/21、22

19 納内地域づくり推進協議会 北海道深川市 橋本真 深川市社会福祉協議会　統括係長 8/2

20 “ぶどうの木”～山口市子どもと読書
ネットワーク～ 山口県山口市 さくま　ゆみこ 青山学院女子短期大学　教授 8/7

21 長崎県青年団連合会 長崎県長崎市
齋藤　緑

山田　美香

山元町災害臨時エフエム放送局
「りんごラジオ」パーソナリティ
元日本青年団協議会監事

8/7

22 宮崎「橋の日」実行委員会 宮崎県宮崎市 山本　悟司
永森　昭紀

国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所長
名橋「日本橋」保存会事務局長 8/19

23 人まち育てI＆I 北海道札幌市・
夕張郡長沼町 山田　貴宏 日本大学生物資源科学部　非常勤講師 8/20、21

24 NPO法人　おーさぁ 熊本県熊本市 久繁　哲之介 地域再生プランナー　民間都市開発推進機構職員 8/25
25 NPO法人松山子ども劇場21 愛媛県松山市 山本　万喜雄 愛媛大学教育学部教授 8/25
26 NPOふれあいネットはやしま 岡山県早島町 小倉　譲 NPO法人しゃらく　代表理事 9/3

27 特定非営利活動法人そうべつエコ
ミュージアム友の会 北海道壮瞥町 石黒　耀 作家 9/3

28 大阪狭山市地区長会 大阪府大阪狭山市 中川　幾郎 帝塚山大学　教授 9/10
29 市原市青少年育成ちはら台地区民会議 千葉県市原市 伊藤　佑介 けん玉師 9/11

30 一般社団法人ちとせタウンネット 北海道千歳市
鈴木　聡士
東本　靖史
元木　武

北海学園大学大学院　教授
日本データーサービス㈱計画調査部　課長代理
千歳市老人クラブ連合会　事務局長

9/11

31 特定非営利活動法人大分いろは本舗 大分県大分市 世古　一穂 特定非営利活動法人NPO研修・
情報センター　代表理事 9/11

32 NPO法人北海道鉄道文化保存会 北海道小樽市
井上　一郎
安斎　哲也
田中　一良
山本　英幸

㈱光合金　代表取締役会長
小樽市議会議員
田中酒造㈱　代表取締役
㈱サンドクルー小樽　代表取締役

9/17

33 NPO法人こどもと文化のひろば
わいわいキッズいいづか 福岡県飯塚市

中嶋　宏幸
本村　祐樹
上滝　啓太郎
横澤　寛美

前進座　俳優 9/19
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№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日

34 伊予市カタリバ 愛媛県伊予市 舟木　上次
若松　進一

萌木の村㈱　代表取締役社長
愛媛大学　客員教授 9/23

35 九月は日奈久で山頭火実行委員会 熊本県八代市 澤宮　優
中本　環

ノンフィクション作家　　　　　　　　
元熊本大学　教授 9/23

36 NPO法人環境ネットワークくまもと 熊本県熊本市 藤井　絢子 特定非営利活動法人菜の花プロジェクトネット
ワーク　会長 9/28

37 まち景まち観フォーラム・茅ケ崎 神奈川県茅ケ崎市 国吉　直行
嶋田　昌子

横浜市立大学　教授
NPO法人横浜シティガイド協会　副会長 10/1

38 晴れの会・介護事業連絡協議会 岡山県岡山市 野原　すみれ 作家 10/1
39 かぬま市民活動サポーターズ 栃木県鹿沼市 柳田　邦男 ノンフィクション作家 10/2
40 特定非営利活動法人Azuma-re 宮城県栗原市 佐藤　幸男 広島大学　名誉教授 10/2

41 特定非営利活動法人川崎町の資源を
いかす会 宮城県川崎町 中嶋　健造

深澤　光
NPO法人土佐の森救助隊　副理事長
マキワリスト 10/8、9

42 ムービーメイト 岩手県花巻市 舘　美代子
舘　恭子

にじいろ堂　代表
にじいろ堂　チーフコーディネーター 10/9、10

43 社団法人滝川青年会議所 北海道滝川市 東国原　英夫 前宮崎県知事 10/16

44 NPO法人食育研究会Mogu�Mogu 埼玉県さいたま市 河村　美穂
奥　千加

埼玉大学教育学部准教授
埼玉県教育委員会指導主事 10/21、1/22

45 高安ルーツの能実行委員会 大阪府八尾市
山中　雅志
高野　彰
橋場　夕佳
今泉　隆裕

観世流　能楽師
高安流　能楽師
高安番外曲　研究者
桐蔭横浜大学　専任講師

10/22

46 特定非営利活動法人とす市民活動
ネットワーク 佐賀県鳥栖市 関口　宏聡 ㈵シーズ・市民活動を支える制度をつくる会プロ

グラムディレクター 10/23

47 NPO法人
夢空間松代のまちと心を育てる会 長野県長野市 道迫　真吾 萩博物館学芸員 10/29

48 やっちみろかい酒谷 宮崎県日南市 須川　一幸 ㈱地域振興研究所　代表取締役 10/30
49 社団法人あすの秋田を創る協会 秋田県秋田市 西山　正大 公益財団法人日本花の会　花と緑の研究所研究員 11/2
50 あきらESDネットワーク 秋田県大仙市 金澤　伸浩 秋田県立大学システム科学技術学部准教授 11/3

51 特定非営利活動法人福祉ワーカーズ
泉ヶ丘ホープ 大阪府堺市

石井　英寿
細川　鉄平
米田　早苗

宅老所・デイサービス「いしいさん家」代表
デイサービス「祥の郷」施設管理者
地域共生ホーム「スマイル」代表

11/3

52 かつらぎ歌会 奈良県葛城市 前川　佐重郎 歌人 11/5
53 しただ郷交流拠点検討委員会 新潟県村上市 大滝　聡 新潟県地域づくりアドバイザー 11/5～12/11
54 岡山建築設計クラブ 岡山県岡山市 西沢　立衛 横浜国立大学大学院教授 11/12

55 特定非営利活動法人阿波
グローカルネット 徳島県徳島市 吉永　美佐子

笹岡　和泉
NPO法人高齢者快適生活つくり研究会　代表理事
NPO法人福祉住環境ネットワークこうち　理事長 11/12

56 地域環境活性化協議会 愛知県尾張旭市 三枝　雅彦 国立豊橋技術科学大学先端農業バイオリサーチ
センター特任教授 11/12

57 年輪塾 愛媛県伊予市 中桐　万里子
鷲山　恭彦

リレイト　代表
東京学芸大学　名誉教授 11/19

58 ネットワーク・らん 北海道小樽市 村上　智彦 医療法人財団夕張希望の社　理事長 11/19
59 夢見会 宮崎県日南市 島中　星輝 ニュースレターアドバイザー 11/22～12/20

60 NPO法人どんぐり1000年の森をつくる会 宮崎県都城市 河野　康弘
丸野　遥香

自然派ジャズピアニスト
子ども会社ハルカファミリー　代表者 11/23

61 くらし・マイレージアリアンス 熊本県熊本市
大竹　道茂
久木田　大和
中山　美由紀
光永　真由美

江戸東京・伝統野菜研究会　代表
国分地区農業青年クラブ
野菜ソムリエ
JA熊本オリーブ会　代表

11/25

62 高根フロンティアクラブ 新潟県村上市 結城　登美雄 民族研究家 11/26
63 トライアンフ 宮崎県宮崎市 千葉　しのぶ NPO法人霧島食育研究会　代表 11/30
64 青嵐荘エコ・リサイクル委員会 茨城県古河市 市川　一宏 ルーテル学院大学学長 12/3

65 グランドプラザネットワーク 富山県富山市

大森　彌
伊藤　香織
武田　邦彦
水野　雅男
山崎　亮

東京大学名誉教授
東京理科大学准教授
中部大学総合工学研究所教授
法政大学現代福祉学部教授
株式会社Studio-L代表

12/10～1/14

66 「表現の時間」実行委員会 愛媛県新居浜市 鈴江　俊郎
山本　清文

桐朋学園短期大学　准教授
演劇ワークショップ　指導者 1/7、8

67 特定非営利活動法人夢追いバンク 福岡県北九州市 五十嵐　健
神力　潔司

早稲田大学理工学術院客員教授
九州国際大学准教授 1/12

68 特定非営利活動法人よこはま里山研究所 神奈川県横浜市
寺川　裕子
十文字　修
相川　明子

NPO法人里山倶楽部事務局長
NPO法人循環の島研究室代表理事
NPO法人山崎・谷戸の会事務局長

1/22

69 岡山県ふるさとづくりももたろう塾連合会 岡山県備前市
辻駒　健二
徳田　恭子
黒田　員米
森本　洋子

川根振興協議会　会長
岡山県中山間地域協働支援センター長
みんなで支え合う地域づくり協議会　顧問
NPO法人かさおか島つくり海社　副理事長

1/28

70 女性がん患者会「あいの会」 山口県長門市 河野　康弘 ジャズピアニスト 1/29～2/4

71 太市の郷 兵庫県姫路市

竹内　善幸

前島　紳作
大塚　正洋
長谷川　晶一
三宅　康成
朽木　順綱
小谷　公人

㈳中国地域ニュービジネス協議会�チーフコー
ディネーター
神戸新聞社�編集委員会幹事
向日市観光協会�会長
長谷川晶一デザイン事務所�代表
兵庫県立大学�准教授
京都大学大学院�助教
大分県産業科学技術センター　主任研究員

2/4
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資 料 編

⑬ 地域づくり団体全国協議会助成事業実績　

№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日

72 釧路国際交流ボランティアの会 北海道釧路市 安藤　誠 ウィルダネスロッジ･ヒッコリーウィンド　オー
ナー＆ガイド 2/5

73 芸術村IN　余呉　実行委員会 滋賀県長浜市 倉阪　秀史 千葉大学総合政策学科　教授 2/5
74 和光市協働推進連絡会議 埼玉県和光市 中浜　慶和 地震防災研究家 2/14

75 松江市中心市街地活性化協議会 島根県松江市
西本　伸顕
阪本　修覚
森脇　宏

ふらのまちづくり会社　代表取締役社長
千鳥町ビル周辺市街地再開発準備組合　事務局長
松江京店商店街振興組合　理事長

2/18

76 ええじゃん！尾道子育て応援団 広島県尾道市 大日向　雅美 恵泉女学園大学大学院　教授 2/19

77 NPO法人いんしゅう鹿野まちづくり
協議会 鳥取県鳥取市

辻　英之

村上　真善

菊池　聡
原田　禎夫

NPO法人グリーンウッド
自然体験教育センター代表理事
NPO法人愛岐トンネル群保存再生委員会副理
事長
東北工業大学非常勤講師
阪商業大学准教授　NPO法人プロジェクト保津
川副代表

2/25、26

平成24年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日

1 大杉年輪塾 愛媛県大洲市
①中桐　万里子

②若松　進一

①�リレイト代表・京都大学博士・関西学院大学　講
師・国際二宮尊徳思想学会　常務理事

②人間牧場主
4/14

2 北海道エコビレッジ 北海道札幌市 山田　貴宏 日本大学生物資源科学部　非常勤講師・一級建
築士 4/14、15

3 下野市自然に親しむ会 栃木県下野市 岩渕　成紀 NPO法人　田んぼ　理事長 4/22

4 きらり水源村 熊本県菊池市
①大津　愛梨
②�ゲルト・パッフェ
ンホルツ

①NPO法人九州バイオマスフォーラム理事
②農村集落コンサルタント 4/26

5 三谷地区コミュニティ協議会 香川県高松市 辻駒　健二 川根自治振興協議会　会長 5/12

6 NPO「豊川をヨイショする会」 秋田県秋田市
①阿部　千春
②野村　崇
③大野　憲司

①函館市縄文文化交流センター　館長
②北海道北方博物館交流協会　常務理事
③元秋田県教育庁文化財保護室　室長

5/12

7 NPO法人　明倫NEXT100 鳥取県倉吉市 田中　章雄 株式会社ブランド総合研究所　代表取締役社長 5/20

8 NPO法人　和田重次郎顕彰会 愛媛県松山市 ①松浦　宏之
②舟津　圭三

①太成学院大学教授
②日本人マッシャー（犬ぞり使い） 5/27

9 えべつ協働ねっとわーく 北海道江別市 延藤　安弘 愛知産業大学大学院教授他 6/2
10 武佐学区まちづくり協議会 滋賀県近江八幡市 髙橋　寛治 高野山大学　客員教授 6/15、16

11 消費生活実践グループ�in秋田 秋田県秋田市
①小豆川　勝見

②森田　貴己
③竹野内　真理

①�東京大学大学院総合文化研究科環境分析化学
研究室助教

②水産庁増殖推進部研究指導課研究管理官
③翻訳家、「低線量被曝者の会」共同代表

6/24、7/22、8/28

12 愛山地域づくり協議会 北海道愛別町 伊東　徹秀 コピーライター・地域プランナー等 6/29

13 NPO法人霧多布湿原ナショナルトラスト 北海道浜中町
①渡辺　靖夫
②小林　絵里子
③大坪　俊裕

①自然画家
②自然画家
③写真家

7/1、8、22

14 NPO法人　東鳴子ゆめ会議 宮城県大崎市 清水　博 東京大学名誉教授 7/2

15 新宮市みんなの協議会 和歌山県新宮市 鈴木　恵子 ボランティアグループ　すずの会　代表
（社会福祉士・介護支援専門員） 7/13

16 特定非営利活動法人　サン・はぎわら 岐阜県下呂市 幸島　美智子 元警視庁警察官・子育てアドバイザー 7/14

17 奥但馬おじろ塾 兵庫県香美町 ①青木　勝
②高野　誠鮮

①NPO中越防災フロンティア長岡　副理事長
②羽咋市職員 7/14

18
特定非営利活動法人
ニッポン・アクティブライフ・クラブ・
ナルク倉敷

岡山県倉敷市 佐田　宏 ホスピタリティ教育研究所　代表 7/21

19 日吉津「なまはげの会」 鳥取県日吉津村 長谷川　義史 絵本作家 7/22
20 七二会住民自治協議会 長野県長野市 藤井　恒 日本チョウ類保全協会　代表理事 7/25

21 市民団体　島人 長崎県五島市
①林　弘樹
②前田　剛
③武原　由里子
④渡司　陵太

①映画監督
②対馬市島おこし協働隊事務局
③壱岐子ども劇場代表
④長崎みなと大学設立委員

7/28

22 高子沼を楽しむ会 福島県伊達市 小林　敬一 東北芸術工科大学　建築・環境デザイン学科　教授 8/12

23 特定非営利活動法人
カタンニュークラブ 沖縄県八重瀬町

①永田　耕一
②上原　美紀男
③内村　宏

①つるの里クリニック　理事長
②日々草普及家
③沖縄アロエ代表

8/13、18、25

24 ネットワークはなみ 鳥取県湯梨浜町 若松　進一 観光カリスマ・人間牧場主宰 8/28

25 こにゃん支え合いプロジェクト推進
協議会 滋賀県湖南市

①中川　修治
②斉藤　純夫
③島谷　幸宏

①NPO法人市民ソーラー�副代表
②ウィンドコネクト㈱　代表取締役
③九州大学大学院　教授

9/1、10/21

26 特定非営利活動法人
なにわ文化芸術芸能推進協議会 大阪府大阪市

①上田　正昭
②小野寺　竜一
③石井　保彦

①京都大学名誉教授
②能楽師
③能楽師

9/2

27 おとくらプロジェクト 滋賀県多賀町
①岡村　博之
②岡田　健太郎
③白谷　仁子

①実業家・地域活動家
②音楽家・地域活動家
③音楽家・社会教育委員

9/8

27-108272_30年のあゆみ.indb   175 2015/09/15   10:43:20



176

№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日
28 釧路地方の地名を考える会 北海道釧路市 村崎　恒 ㈶日本語教育振興協会調査官 9/8、9
29 公益社団法人　姫路青年会議所 兵庫県姫路市 東国原　英夫 前宮崎県知事 9/12
30 オロロン・バルーンアート・サークル 北海道留萌市 佐佐木　絵里沙 風船の魔法使い株式会社代表取締役 9/15

31 青森県レクリエーション協会 青森県青森市
①小久保　信幸

②後藤　剛彦

①�（公財）日本レクリエーション協会　レクリエーショ
ン支援育成チーム　マネージャー

②同上
9/16

32 阿寒町ふるさとづくり推進会議 北海道釧路市 星　則光 料理家 9/19

33 標津の歴史と文化を知ろう会 北海道標津町 平出　美穂子 福島県立テクノアカデミー会津
観光プロデュース学科講師 9/22、23

34 特定非営利活動法人　府中のアンテナ 広島県府中市 多田　千尋 認定特定非営利活動法人　日本グッド・トイ委員
会　理事長 9/28

35 EMエコクラブみやぎ 宮城県石巻市 田中　佳 医療法人照甦会　沖縄照甦クリニック　医師 9/29
36 五箇地区まちづくり協議会 福井県越前市 入谷　朋視 映画監督 9/29
37 市原NPO協議会 千葉県市原市 菱田　慶文 帝京平成大学助教・人間科学博士 9/30
38 まちづくり倶楽部「こまっち」 石川県小松市 松宮　義仁 マーケティングプランナー 9/30

39 鳥居本お宝発見隊 滋賀県彦根市 ①奥田　裕久
②松原　豊

①NPO法人サルシカ　代表理事
②写真家 9/30

40 特定非営利活動法人
西表島エコツーリズム協会 沖縄県竹富町 ①森山　敦

②平井　和也
①座間味村エコツーリズム推進協議会理事
②沖縄エコツーリズム推進協議会事務局長 10/10

41 安藤昌益資料館を育てる会 青森県八戸市
①菊池　勇夫
②三浦　忠司
③酒井　久男
④藤田　俊雄

①宮城学院女子大学教授
②八戸歴史研究会会長
③九戸歴史民族の会会長
④八戸市市史編纂室長

10/13

42 石垣島エコクラブ 沖縄県石垣島 楠山　忠之 文化学院映像コース講師 10/14
43 男鹿市菅江真澄研究会 秋田県男鹿市 岸本　誠司 上級デジタル・アーキビスト 10/20
44 後藤新平顕彰会 岩手県奥州市 渡辺　利夫 拓殖大学総長 10/20

45 NPO法人　環人ネット 滋賀県彦根市

①塩見　直紀
②西村　健之

③平居　晋
④岡田　友美

①半農半X研究所代表
②�レイクサイド・ビジュー～湖のほとりの小さ
な宝箱～代表

③建築家/カフェ経営
④架空の店　佐々木文具店　主宰

10/20

46 白山市地域づくり塾 石川県白山市 濱　博一 ㈱アスリック代表取締役 10/20、27、11/10

47 NPO法人　奈良国際協力サポーター 奈良県奈良市 ①阪本　日出雄
②倉又　孝

①㈱パデコ・国際コンサルタント　他
②�㈱国際開発アソシエイツ・国際コンサルタント　他 10/21、11/18

48 宿場町枚方を考える会 大阪府枚方市 水野　正好 奈良大学名誉教授 10/21

49 一般社団法人
旭川ウェルビーイング・コンソーシアム 北海道旭川市 三浦　詩乃 東京大学大学院生 10/23

50 三雲学区まちづくり協議会 滋賀県湖南市 ①春風亭　昇太
②中井　均

①落語家・近江お城大使
②滋賀県立大学准教授 10/25

51 当麻町体育協会 北海道当麻町
①菅野　美津枝

②茂木　英子

①�NPO法人日本コーディネーショントレーニン
グ協会　理事

②�NPO法人日本コーディネーショントレーニン
グ協会　准講師

10/28

52 あしたの日本を創る岩手県協議会 岩手県花巻市 中森　まどか NPO法人コミュニティビジネスサポートセンター 10/31
53 千厩町女性団体連絡協議会 岩手県一関市 大滝　博子 人形作家 11/2
54 明るい勝間づくり推進協議会 山口県防府市 原田　大二郎 明治大学特別招聘教授・俳優 11/9

55 特定非営利活動法人　会津地域連携
センター 福島県会津若松市

①横張　真
②�ヨーレン　プリ
ムダル

③時野谷　茂

①東京大学大学院教授
②コペンハーゲン大学教授

③会津大学短期大学部教授
11/9

56 まねびとネット 島根県大田市

①米田　誠司
②高峰　博保
③利根川　真也
④小畑　絢子
⑤柳楽　文

①愛媛大学法文学部　講師
②㈱ぶなの森　代表取締役
③NHK松江放送局　アナウンサー
④ナック建築事務所　一級建築士
⑤なぎら長春堂　若女将

11/10

57 鎮竹林 島根県海士町 林　弘樹 内閣府地域活性化伝道師、
経済産業省キーパーソン研究会委員 11/11

58 赤城塾 群馬県渋川市 ①池田　隆政
②角田　俊壽

①群馬県農業協同組合中央会専務理事
②赤城橘農業協同組合代表理事組合長 11/15

59 小樽ルネサンス 北海道小樽市 米山　淳一 一般社団法人　横浜歴史資産調査会常務理事・
事務局長 11/22～25

60 宮ノ前地区愛護隊 岡山県浅口市
①内田　詔子
②難波　栄子
③本井　秀夫

①～③
（公社）柳井シルバー人材センター（金魚班） 11/23、24

61 NPO法人　ドリームサポート 宮崎県宮崎市 森本　登志男 佐賀県最高情報統括監 11/23

62 湖東地域定住支援ネットワーク 滋賀県彦根市
①植田　淳子

②田口　孝子

①�NPO法人安心院グリーンツーリズム研究会
事務局長

②農村民泊『星降る高台の家』オーナー
11/24

63 市民活動団体SMIRING 青森県八戸市 松橋　良紀 コミュニケーション総合研究所　代表理事 11/24

64 公益財団法人
香川県老人クラブ連合会 香川県高松市

①石井　直方
②川崎　洋一
③阿部　純也

①東京大学大学院教授
②日本体育協会公認スポーツプログラマー
③健康運動指導士、香川大学教育学部講師

11/27

65 一般社団法人　アイ・オー・イー 熊本県熊本市 新田　時也 東海大学海洋学部　准教授 11/27
66 MOKA.WP　釧路モカ助成プロジェクト 北海道釧路市 土倉玲子 北星学園大学非常勤講師 12/1

67 NPO法人　山の遊び舎はらぺこ 長野県伊那市 ①山上　亮
②畑　春彦

①整体ボディワーカー
②野外保育スタッフ 12/1
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⑬ 地域づくり団体全国協議会助成事業実績　

№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日

68 日光市読書ボランティア連絡会 栃木県日光市 ①藤本　ともひこ
②波賀　稔

①絵本作家
②波賀　稔 12/5

69 浅口市コミュニティ推進協議会 岡山県浅口市 ①安藤　周治
②荒木　新一

①NPO法人ひろしまNPOセンター代表理事
②金光町佐方地区区長 12/9

70 日立女性フォーラム 茨城県日立市

①砂金　祐年

②西山　ミチ江
③須田　昭
④柴田　百恵
⑤中川　まさ子
⑥矢板　恭介

①�常磐大学コミュニティ振興学部地域政策学科　
准教授

②塙山学区住みよいまちをつくる会　会長
③久慈学区コミュニティ推進会　会長
④会瀬学区コミュニティ推進会
⑤日立市議会議員
⑥日立市生活安全課防災対策室

12/16

71 ながのF.C.RAINBOW 長野県坂城町 釜本　美佐子 日本ブラインドサッカー協会　理事長 1/19

72 秋田人変身力会議 秋田県秋田市
①芝山　昌也
②笹尾　千草
③里村　真理
④佐藤　励

①秋田公立美術工芸短期大学准教授
②ココラボラトリー代表
③�ゼロダテアートセンタープロジェクトマネージャー
④彫刻家　ものづくりクリエーター

2/2

73 特定非営利活動法人　時をつむぐ会 群馬県高崎市 片山　善博 慶應義塾大学教授、元総務大臣 2/2

74 特定非営利活動法人
芸術村�IN�余呉　実行委員会 滋賀県長浜市 塩見　直紀 半農半X研究所長 2/16

75 特定非営利活動法人　アレルギーを
考える母の会 神奈川県横浜市 ①北岸　忠志

②今井　孝成
①大阪狭山市消防本部消防長
②昭和大学医学部小児科学講座講師 2/23

76 太田南地区コミュニティ協議会 香川県高松市 樫原　禅澄 総本山善通寺第五十七世法主　真言宗善通寺派
管長 2/23

77 「元気塾」親の会 佐賀県佐賀市 高橋　圭三 松山東雲女子大人文科学部心理子供学科准教授 2/24

平成25年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日

1 社団法人　
日本建築家協会近畿支部奈良地域会 奈良県奈良市 ①前野　まさる

②好川　忠延
①東京藝術大学名誉教授
②建築家・好川忠延建築設計事務所所長 4/25

2 特定非営利活動法人　
ア・ピース・オブ・コスモス 三重県尾鷲市 ①福元　紘子

②福島　陽子
①旅行作家
②現代美術家 6/10、11

3 渋川まちづくり市民会議 群馬県渋川市 佐藤　徹 高崎経済大学　地域政策学部　教授 6/13、20、7/11

4 特定非営利活動法人　
電子自治体アドバイザークラブ 奈良県奈良市

①村田　武一郎
②玉木　剛�

③大槻　卓也
④小西　貴雄

⑤永冨　聡
⑥大森　淳平
⑦中村　哲

⑧上村　幸太郎

①奈良県立大学�地域創造学部�教授
②�富士通株式会社　スマートシティ推進本部　
マネージャー

③大和ハウス工業㈱　本社技術本部　グループ長
④�シャープ　ソーラーソリューション事業推進
本部　統括

⑤浜銀総合研究所
⑥奈良県立大学　兼任講師
⑦�大阪ガス　リビング事業部　リビング開発部　
推進チーム

⑧NTT西日本　法人営業本部　部長

7/13、20、27

5 特定非営利活動法人　くるくるネット 北海道室蘭市
①原田　美織

②浅野　久男
③木村　福夫

①�公益財団法人　ハイパーネットワーク社会研
究所　主任研究員

②エムフォトワークス株式会社代表取締役
③映像プロデューサー

7/13、10/26、11/9

6 特定非営利活動法人　シャローム 福島県福島市 保住　将文 彫刻家　チャパス州立芸術家大学准教授 8/9～11
7 えりも花ファンクラブ 北海道幌泉郡えりも町 三浦　忠雄 日高の森と海を語る会　会長 8/18、9/8、10/20

8 特定非営利活動法人　
国際教育推進プロジェクトBeCOM 千葉県銚子市 花房　孟胤 Manavee代表・開発者 8/22、23

9 しもつけ地域活性化委員会 栃木県下野市 ①野尻　博
②佐々木　雄介

①㈲作芸人磨心事務所代表
②㈲作芸人磨心事務所 8/24

10 殖蓮地区自然環境を守る会 群馬県伊勢崎市 石川　真一 群馬大学教授　理学博士 8/25
11 まち景まち観フォーラム・茅ヶ崎 神奈川県茅ケ崎市 卯月　盛夫 早稲田大学社会科学総合学術院　教授 9/7
12 一般社団法人　栃木県古民家再生協会 栃木県那須塩原市 矢野　恒 株式会社　まちコン　代表取締役 9/7
13 くらしきパートナーシップ推進ひろば 岡山県倉敷市 福井　正樹 NPO法人　KiRALi代表理事 9/14
14 京田辺市観光ボランティア協会 京都府京田辺市 中江　好喜 京都産業大学日本文化研究所上席特別客員研究員 9/14、10/19
15 石狩青年会議所 北海道石狩市 藻谷　浩介 日本総合研究所調査部主席研究員 9/15
16 二戸市ナニャトヤラ保存会 岩手県二戸市 皆川　洋一 深萱の昔とうふ工房　代表 9/15

17 NPO松山冒険遊び場 愛媛県松山市 ①鈴木　真一
②鈴木　麗

①震災被災者（㈱TBK社員）
②鈴木真一の妻 9/22

18 女性がん患者会「あいの会」 山口県長門市 園田　マイコ ㈱オスカープロモーション　モデル 9/28
19 特定非営利活動法人　桜が丘ひぶなクラブ 北海道釧路市 山崎　律子 ㈱余暇問題研究所　代表取締役　 10/1

20 からつ夢バンク 佐賀県唐津市 ①鯨本　あつこ
②養父　信夫

①㈱離島経済新聞社　代表取締役
②九州のムラ出版室「九州のムラ」編集長 10/5

21 特定非営利活動法人　とす市民活動
ネットワーク 佐賀県鳥栖市 丸山　法子 一般社団法人リエゾン地域福祉研究所　代表 10/9

22 特定非営利活動法人　ウエッブストーリー 福島県郡山市 河井　孝仁 東海大学文学部広報メディア学科教授 10/10

23 花巻宇宙少年団育成会 岩手県花巻市
①高柳　雄一
②小定　弘和�

①多摩六都科学館館長・元NHK解説委員
②�公益財団法人日本宇宙少年団本部　コーディ
ネーター

10/12

24 一般社団法人　ちとせタウンネット 北海道千歳市 ①山国　秀幸
②平形　有子

①エグゼクティブ・プロデューサー
②認定NPO法人侍学園　スクオーラ・今人職員 10/12
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№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日

25 特定非営利活動法人　
旭川NPOサポートセンター 北海道旭川市 山崎　亮 株式会社　Studio-L代表

京都造形芸術大学教授 10/13

26 高安ルーツの能実行委員会 大阪府八尾市
①西野　春雄
②今泉　隆裕
③橋場　夕佳
④高安　勝久師

①法政大学名誉教授
②桐蔭横浜大学准教授
③京都造形芸術大学非常勤講師
④能楽高安流ワキ方14世宗家

10/19

27 黒沢尻東地区自治協議会 岩手県北上市 畑中　美耶子 フリーアナウンサー・方言指導家・演出家 10/21

28 特定非営利活動法人　いろは企画 栃木県真岡市 渡邉　美洋子 横浜ワイン＆チーズサロン　
エスパス　プレジール　代表 10/22

29 宇都宮市河内地区連合自治会 栃木県宇都宮市 佐藤　良子 東京都立川市大山自治会長 10/24
30 青嵐荘エコ・リサイクル委員会 茨城県古河市 安梅　勅江 筑波大学大学院教授 10/26
31 ボランティア団体　茨城遊びのサポーター 茨城県ひたちなか市 矢代　貴司 塾講師・こどもの遊びの指導者 10/27

32 NPO法人るもいコホートピア 北海道留萌市 青山　由美子
有限会社エーデルワイス総施設長、主任介護支
援専門員、北海道グループホーム協会コーディ
ネーターアドバイザー

11/2

33 岡山建築設計クラブ 岡山県岡山市 石上　純也 建築家、東北大学大学院非常勤講師、石上純也
建築設計事務所代表 11/9

34 愛別自然エネルギー研究会 北海道上川郡愛別町

①野坂　卓見

②日下　哉

③春日　隆司

①株式会社エネコープ代表取締役
　株式会社新エネルギー開発代表取締役
②北海道自然エネルギー研究会事務局長　
　�北海道教育大学岩見沢校専攻非常勤講師
③下川町環境未来都市推進本部長

11/9

35 いろりのある集会所田楽庵 山形県村山市 本間　正義 東京大学大学院　教授 11/10

36 年輪塾 愛媛県伊予市
①川澄　哲夫
②青野　博
③田中　裕美

①（公財）国際草の根交流センター顧問
②ジョン万次郎研究家
③ウェルカム・ジョン万の会代表

11/16

37 玉東ふるさと勉強会 熊本県玉東町 米澄　邦夫� 中国古典勉強会　中澄会　会長 11/17
38 是川地区振興会 青森県八戸市 桂　小文治 落語家（真打） 11/17
39 NPO法人　かぬま市民活動サポーターズ 栃木県鹿沼市 田村　太郎 一般財団法人　ダイバーシティ研究所　代表理事 11/24
40 財団法人　立教志塾 福島県白河市 櫻井　よし子 国家基本問題研究所理事長　作家 11/24
41 図書館と友だちの会・秋穂 山口県山口市 玄田　有史 東京大学社会科学研究所　教授 11/30

42 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪ 長野県塩尻市
①畠中　洋行

②畠中　智子

①�プロセスデザイナー（地域育て・まち育て・コ
ミュニティ育て）

②㈱わらびの代表取締役
12/6

43 NPO法人GPネットワーク 富山県富山市

①北村　森
②山出　淳也
③太田　浩史
④中田　宏
⑤アサダ　ワタル
⑥迫　一成

①商品ジャーナリスト
②NPO法人BEPPU�PROJECT�代表理事
③東京大学生産技術研究所　講師
④衆議院議員
⑤日常編集家・日常再編集
⑥hickory03travelers　代表

12/7、14、21
１/18、25、２/１

44 ふれ愛の町ひろしまをつくる会 香川県丸亀市 小松　由佳 写真家 12/10

45 リラクオーレ「あしたへ続く、心豊
かな暮らし方」を信州から 長野県上田市 佐藤　初女 福祉活動家・教育者 12/14

46 2015�公共交通をつくる会 群馬県桐生市 山内　繁 特定非営利活動法人　
自治体学会創造コンソーシアム 12/15

47 NPO法人P・Kパラダイス 長野県須坂市 吉田　新一 立教大学名誉教授　英米児童文学研究者　軽井
沢絵本の森美術館　名誉顧問 12/15

48 NPO法人�シアターネットワークえひめ 愛媛県松山市 平塚　直隆 劇作家・演出家・俳優 12/20、21、22

49 食・農・eco　くらし・マイレージ
alliance 熊本県熊本市 中田　哲也 農林水産省大臣官房統計部・農学博士 12/23

50 楽友協会えひめ 愛媛県松山市
①山崎　睦�
②吉岡　克典�
③林　澄子

①音楽評論家・ジャーナリスト
②音楽家・ヴァイオリニスト
③音楽家・ピアニスト

1/13

51 高松第三行政区ふるさと地域協議会 岩手県花巻市 松岡　公明 社団法人JC総研理事 1/19
52 中芸地区森林鉄道遺産を保存・活用する会 高知県安芸郡奈半利町 中村　茂生 NPO地域資源ネットワーク理事 1/24
53 NPO法人　人まち育てI＆I 北海道札幌市 延藤　安弘 NPO法人まちの縁側育み隊�理事長 1/28
54 不動地区食と農の活性化協議会 岩手県紫波郡矢巾町 志村　尚一 ㈲ウィルビー代表取締役 1/29
55 愛荘町愛知川観光協会 滋賀県愛知郡愛荘町 早川　鉄兵 フォトグラファー、切り絵作家 2/2

56 えひめ地域づくり研究会議 愛媛県松山市
①村上　律子
②藤目　節夫
③坂本　浩
④岡田　文淑

①ゆげ女性塾代表
②THINK　TANK【惣】代表
③松野町産業振興課課長
④地域アドバイザー

2/8

57 一般社団法人　
コナン市民共同発電所プロジェクト 滋賀県湖南市 ①今若　伸男

②諸富　徹
①湖東興産株式会社　代表取締役
②京都大学大学院経済学研究科　教授 2/14、20

59 認定特定非営利活動法人　
こどもステーション山口 山口県山口市 小林　陽一 演奏家（ジャズドラム） 2/21

60 公益財団法人　妻籠を愛する会 長野県木曽郡南木曽町
①池田　宗兵衛

②浅野　聡

①長野総合研究所　理事長
　信州芸術文化振興財団理事長
②�三重大学大学院工学研究科建築学専攻　准教授

2/22

61 えひめ親守詩大会実行委員会 愛媛県東温市 エドワーズ博美 メリーランド大学講師・翻訳家 2/22

62 天草倶楽部 熊本県上天草市 ①竹本　慶三
②岡田　敏代

①佐世保市商店街連合会　会長
②NPO法人　「ネット八代」　代表 2/22、23
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資 料 編

⑬ 地域づくり団体全国協議会助成事業実績　

平成26年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日
1 NPO法人北海道フィッシャーズ協会 北海道釧路市 高橋　麗治 アングラー・フィッシングガイド 4/29

2 くろしま・ブルーツーリズム協会 長崎県佐世保市 高砂　樹史 株式会社小値賀観光まちづくり公社　専務取締
役 6/9

3 農事組合法人湯の郷 岩手県花巻市 高橋　テツ 株式会社かんな代表取締役 6/15

4 北海道自然エネルギー研究会 北海道札幌市 ①牛山　泉
②松岡　憲司

①足利工業大学学長
②龍谷大学教授 6/21

5 夢こむさ習志野 千葉県習志野市 秋田　英澪子 ソーシャルメディア活用コンサルタント 7/21
6 NPO法人桐生おはなしの学校 群馬県桐生市 穂高　順也 絵本作家 7/24

7 F.C.長野RAINBOW 長野県埴科郡坂城町

①風祭　喜一

②村上　重雄

③桝岡　良啓

①�教職員・大阪ダイバンズ指導者・元日本代表
監督

②�指導員・日本ブラインドサッカー協会普及部
養成部長・元日本代表G.K

③�教職員・兵庫サムライスターズ監督・協会強
化部部長・元日本代表コーラー

7/26

8 NPO法人北海道エコビレッジ推進
プロジェクト 北海道札幌市 ①深江　園子

②小野　邦彦
①ジャーナリスト
②会社経営者 7/27

9 特定非営利活動法人驥北会 青森県十和田市

①藤田　知巳

②長塚　孝
③大森　康次
④菊池　茂勝
⑤上村　鮎子

①�公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会部長
②公益財団法人馬事文化財団
③南部流鏑馬会
④流鏑馬競技連盟
⑤流鏑馬競技連盟

8/9、10

10 NPO法人黒川こころの応援団 宮城県黒川郡大和町

①高橋　慎二

②安彦　講平
③名倉　要造
④本木　健
⑤江中　裕子
⑥長谷川　亮介
⑦佐藤　由幸
⑧斎　正弘
⑨板垣　崇志

①�フリーカメラマン・映画監督・関東学芸大学
非常勤講師

②�造形教室主宰・東京学芸大学等非常勤講師
③画家
④画家
⑤画家
⑥画家
⑦画家
⑧宮城県美術館創作室教育普及学芸員・美術家
⑨るんいにい美術館学芸員・美術家

8/16、17

11 古賀ふるさと見分けの会 福岡県古賀市 ①石田　達也
②三池　敏夫

①特定非営利活動法人宮崎文化本舗代表理事
②株式会社特撮研究所特撮美術監督 8/23

12 能美柚ゆうゆう倶楽部 石川県能美市 畠中　智子 株式会社わらびの代表取締役 8/30

13 西多摩地域活性化研究会 東京都西多摩郡瑞穂町 木村　俊昭
東京農業大学教授・公益社団法人日本青年会議
所アドバイザー兼地域プロデューサー育成塾塾
長・一般社団法人北海道活性化機構代表理事・
地域活性学会理事

9/6

14 深見地区まちづくり協議会 大分県宇佐市 杉田　英治 NPO法人五ヶ瀬自然学校理事長 9/10

15 特定非営利活動法人あしやNPOセンター 兵庫県芦屋市 早瀬　昇　
社会福祉法人大阪ボランティア協会常務理事・
認定特定非営利活動法人日本NPOセンター代
表理事

9/13

16 まちなみ企画実行委員会 島根県出雲市 ①南雲　克志
②高峰　博保

①ナグモデザイン事務所代表
②株式会社ぶなの森代表取締役 9/13、14

17 泉佐野歴史発掘委員会 大阪府泉佐野市

①武田　文志
②武田　宗典
③生一　知哉
④上田　敦史
⑤山下　麻乃

①～⑤能楽師 9/21

18 長野市の観光と物産展実行委員会 長野県長野市

①山田　桂一郎
②沢登　次彦

③タイラー・リンチ
④土田　剛弘

①JTIC.SWISS代表
②�株式会社リクルートライフスタイル・じゃら
んリサーチセンターセンター長

③戸倉上山田温泉「亀清旅館」若旦那
④�株式会社信州新町地場産業開発機構代表取締役

9/30

19 釧路アイヌ文化懇話会 北海道釧路市 藤村　久和 北海学園大学名誉教授 10/5

20 安藤昌益資料館を育てる会 青森県八戸市
①色平　哲郎
②鎌田　慧
③熊谷　拓治

①佐久総合病院医師
②ジャーナリスト
③八戸市史編纂委員

10/12

21 十和田市名水保全対策協議会 青森県十和田市 髙村　弘毅 立正大学元学長・名誉教授 10/13

22 日間賀島まちづくり協議会 愛知県知多郡南知多町
①藤崎　慎一
②山田　実希

①�株式会社地域活性化プランニング代表取締役
②�株式会社地域活性化プランニング・ロケーショ
ンジャパン編集長

10/15

23 大分県生活学校推進協議会 大分県大分市 ①江崎　一子
②米田　誠司

①別府大学食物栄養科学部学部長
②愛媛大学文学部総合政策学科講師 10/16、17

24 榛名まちづくりネット 群馬県高崎市 野尻　博 有限会社作芸人磨心事務所代表取締役・NPO
法人全国元気まちづくり機構理事長 10/19

25 福島県公共図書館協会 福島県福島市 ①赤坂　憲雄
②菅野　俊之

①学習院大学教授
②福島学院大学非常勤講師 10/25、26

26 特定非営利活動法人プロ・ワークス・
十和田 青森県十和田市

①西脇　美智子
②佐藤　企
③山本　修路
④大友　聡之
⑤佐川　次郎

①朝日酒造株式会社取締役
②株式会社鳩正宗南部杜氏
③「酒プロジェクト」アーティスト
④歯科医
⑤佐川商事代表取締役

10/26

27 豊川油田の歴史を伝える会 秋田県潟上市 岡村　道雄 考古学研究者 10/26
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№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日

28 特定非営利活動法人泉京・垂井 岐阜県不破郡垂井町 ①宮下　和佳
②鈴木　誠

①認定NPO法人ソムニード事務局長代行
②愛知大学教授

10/30
2/11

29 鬼無里地区住民自治協議会 長野県長野市 中嶋　研二 健康コンサルタント（理学博士）ホリスティッ
ク健康支援研究所代表 10/31

30 千歳どんぐりを育てる会 北海道千歳市 宮脇　昭 横浜国立大学名誉教授 11/2

31 特定非営利活動法人なにわ文化芸術
芸能推進協議会 大阪府大阪市

①野口　亮
②上田　敦史
③森山　泰幸
④上田　悟

①能楽森田流笛方
②能楽大倉流小鼓方
③能楽観世流大鼓方
④能楽金春流太鼓方

11/2

32 いしかり海辺ファンクラブ 北海道石狩市
①浜本　奈鼓
②内藤　華子
③坂口　智則
④溝渕　清彦

①特定非営利活動法人くすの木自然館代表理事
②元石狩市海浜植物保護センター職員
③石狩ウォーターパトロール代表
④環境省北海道環境パートナーシップオフィス職員

11/8

33 NPO法人東海道・吉原宿 静岡県富士市 河本　清順 NPO法人シネマ尾道代表理事 11/13
34 地域づくりネットワークもりおか 岩手県滝沢市 高野　誠鮮 羽咋市非常勤職員 11/15
35 NPOみやざき技術士の会 宮崎県宮崎市 桑子　敏雄 東京工業大学大学院教授 11/15

36 大崎コミュニティカレッジ 宮城県大崎市 ①林家　とんでん平
②土田　英順

①札幌市市議会議員・落語家
②音楽家・元札幌交響楽団首席奏者 11/16

37 NPO法人紀州えこなびと 和歌山県和歌山市 舟津　宏昭 富士山アウトドアミュージアム代表 11/18
38 公益財団法人香川県老人クラブ連合会 香川県高松市 三浦　清一郎 生涯学習・社会システム研究者 11/19
39 くまの天女の会 三重県熊野市 広庭　孝次 株式会社イノベーション代表取締役 11/21

40 ヤマガタ未来ラボ 山形県東村山郡山辺町 山口　覚 NPO法人地域交流センター理事・津屋崎ブラ
ンチ代表 11/22

41 宮ノ前地区愛護隊 岡山県浅口市 野村　昌子 株式会社FuwaFuwa代表・バルーンアーティスト 11/23、24
42 東北コミュニティガーデン推進研究会 岩手県宮古市 畑　明宏 造園家・樹木医 11/29、30

43 NPO法人山の遊び舎はらぺこ 長野県伊那市 ①森田　伸子
②依田　敬子

①日本女子大学教授
②NPO法人響育の山里くじら雲代表 11/30

44 エコロジー東備 岡山県備前市 ①小清水　正美
②原田　順子

①食べもの研究家
②一般社団法人農山漁村文化協会職員 12/7

45 NPO親子ふれあい広場 山梨県笛吹市 吉岡　秀人 医師・国際医療団代表 12/9

46 認定NPO法人山形創造NPO支援
ネットワーク 山形県山形市 田尻　佳史 認定NPO法人日本NPOセンター常務理事 12/12、13

47 NPO法人羅臼スポーツクラブらいず 北海道目梨郡羅臼町 山中　理佳 フィットネスインストラクター 12/14
48 嘍鳴会 宮崎県日南市 畦地　履正 株式会社四万十ドラマ代表取締役 12/14
49 秋田人変身力会議 秋田県秋田市 藻谷　浩介 株式会社日本総合研究所主席研究員 12/17

50 特定非営利活動法人ま・わ・た 栃木県真岡市 加藤　彰子 特定非営利活動法人岡山NPOセンター・NPO
事務支援センター長 12/20

51 灘町・宮内邸を守る会 愛媛県伊予市 北島　力 NPO法人八女町家再生応援団副代表 12/21

52 特定非営利活動法人なんぶねっと 青森県三戸郡南部町
①渡邉　洋一
②佐々木　貴子
③山本　郁子

①食と農と福祉の連携検討委員会　座長
②農業
③南部町社会福祉協議会　法人運営課長

1/28

53 東北地方太平洋沖地震復興支援ネット
ワーク淡路島 兵庫県淡路市 大井　千加子 合同会社えーる管理者・介護福祉職 1/31

54 村上ohanaネット 新潟県村上市 安藤　哲也 NPO法人ファザーリング・ジャパン代表 2/1

55 特定非営利活動法人奈良国際協力サポーター 奈良県大和高田市
①宗田　好央
②頴原　澄子
③清水　彬久
④西山　恵三

①京都府立大学教授
②千葉大学准教授
③特定非営利活動法人アメニティ2000協会代表
④明日香村嘱託

2/1

56 特定非営利活動法人まちづくりGIFT 宮崎県 佐々木　俊尚 作家・ジャーナリスト 2/7

57 特定非営利活動法人ドロップインセンター 宮崎県宮崎市

①三沢　直子

②神村　富美子

③柴田　俊一
④櫻　幸恵
⑤土岐　宏枝
⑥佐久川　博美
⑦清水　正江
⑧山本　泰子

①�特定非営利活動法人コミュニティ・カウンセ
リング・センター　理事長

②�特定非営利活動法人コミュニティ・カウンセ
リング・センター　副理事長

③常葉大学健康プロデュース学部准教授
④岩手県立大学講師
⑤保健師
⑥NPトレーナー
⑦NPトレーナー
⑧NPトレーナー

2/7、8

58 宮城県精神障がい者家族連合会仙南
ブロック連絡協議会 宮城県角田市 伊藤　千尋 淑徳大学総合福祉学部講師 2/10

59 特定非営利活動法人あおもり
NPOサポートセンター 青森県青森市 陸奥　賢 観光家・コモンズデザイナー・社会実験者 2/15

60 浅口市コミュニティ推進協議会 岡山県浅口市 ①石原　達也
②伊達　誠

①NPO法人岡山NPOセンター副代表理事
②鴨方西小学校・西幼稚園おやじの会 2/15

61 ルネサンスの会 徳島県 堀　知佐子
小松　敦

オーナーシェフ
オイシックス株式会社　商品開発部部長 2/16

62 こにゃん支え合いプロジェクト推進
協議会 滋賀県湖南市 ①小峯　充史

②豊田　陽介
①株式会社エコロミ代表取締役
②気候ネットワーク主任研究員 2/18、25

63 美咲町自治会長協議会 岡山県久米郡美咲町 徳野　貞雄 熊本大学教授 2/19
64 認定NPO法人びわこ豊穣の郷 滋賀県守山市 福嶋　伸之 アプリル株式会社代表取締役 2/21
65 遠賀川流域子ども水フォーラム実行委員会 福岡県 福岡　捷二 中央大学研究開発機構教授 2/22
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⑬ 地域づくり団体全国協議会助成事業実績　

平成27年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日

1 特定非営利活動法人
ふるさと福井サポートセンター 福井県　三浜町 アレックス・カー 東洋文化研究者 4/4

2 下野市自然に親しむ会 栃木県　下野市 杉田　昭栄 宇都宮大学農学部　教授 4/19

3 小谷城址保勝会 滋賀県　長浜市 屋敷　陽太郎 NHKドラマ制作局ドラマ番組部　
チーフ・プロデューサー 4/19

4 children会 三重県　津市

①舘岡　康雄
②井原　くみ子
③舘岡　洋子
④村木　則予

①静岡大学大学院教授
②ICFプロフェッショナル認定コーチ
③早稲田大学大学院教授
④中小企業診断士/ITコーディネータ/キャリ
アカウンセラー

5/6

5 あずさの会　長野支部 長野県　塩尻市 冠地　情 イイトコサガシ　代表 5/9、10

6 大瀬古町子供と地球の環を育む会 三重県　四日市
①大塚　良治
②下村　仁士
③宗像　基浩

①湘北大学　准教授　地域鉄道再生支援
②尚絅大学　非常勤講師　交通論
③四日市の交通と街づくりを考える会　副理事
長

6/6

7 青嵐荘エコ・リサイクル委員会 茨城県　古河市 雄谷　良成 社会福祉法人沸子園　理事長 6/13

8 春を呼ぶ会 三重県　名張市 ①筒井　英賢
②平岡　慎紹

①東大寺塔頭　住職
②東大寺　僧侶 6/13

9 大杉年輪塾 愛媛県　大洲市 ①古佐小　基史
②笹島　明夫

①ハーピスト　看護師、保健師
②ミュージシャン、作曲家 6/13

10 地球のステージ実行委員会INちとせ 北海道　千歳市 桑山　紀彦 精神科医、NPO法人地球のステージ代表 6/21

11 ボランティア団体　
茨城遊びのサポーター

茨城県　ひたちな
か市 矢代　貴司 塾講師・子どもの遊びの指導者 6/21

12 特定非営利活動法人
楽遊ネットワーク宮城 宮城県　仙台市 ①伊達　宗弘

②澁谷　芳圓
①歴史作家・仙台大学客員教授
②北山五山寺「資福禅寺」住職 6/25

13 福生青年会議所 東京都　福生市 藤屋　伸二 藤屋マネジメント研究所　代表　執筆家 6/25

14 公益社団法人日本青年会議所
東北地区秋田ブロック協議会 秋田県　秋田市

①水野　千夏
②和賀　郷
③櫻庭　みさお

①株式会社　せん　代表取締役
②株式会社　こめたび　代表取締役
③株式会社　エフエム秋田　編集長

7/11

15 発達障害児・者及び家族支援の会
シーズ 長野県　下諏訪町 本田　秀夫 信州大学医学部附属病院こどものこころ診療部

部長兼診療教授 7/12

16 特定非営利活動法人
会津スポーツクラブ 和歌山県　田辺市 長野　信一 日本体操研究所　所長 7/25

17 まちの縁側育みプロジェクトながの 長野県　長野市 延藤　安弘 NPO法人まちの縁側育み隊代表理事　
まちづくり　愛知淑徳大学教授 7/26

18 特定非営利活動法人
長野サマライズ・センター 長野県　塩尻市 出口　治明 ライフネット生命保険株式会社　会長 8/1

19 特定非営利活動法人　
阿波グローカルネット 徳島県　徳島市

①谷越　律夫

②伊賀　公一

①特定非営利活動法人　北海道カラーユニバー
サルデザイン機構　理事長

②特定非営利活動法人　北海道カラーユニバー
サルデザイン機構　副理事長

8/2

20 あじ朗志組 宮城県　石巻市 阿部　雄 少年少女自然探偵団　団長
①8/3
②8/4
③8/5

21 高安ルーツの能実行委員会 大阪府　八尾市
①高安　勝久
②安福　光雄
③高野　彰

①能楽高安流ワキ方14世宗家
②能楽高安流大鼓方【宗家預かり子息】
③能楽高安流大鼓方

8/6

22 岩手おなご塾おらんど 岩手県　岩手町 ①②山崎　洋子 小説家・脚本家 ①8/20
②8/21

23 くわなPCネット 三重県　桑名市 水谷　光伸 パソコン　TMスクール　代表 ①8/27
②9/10

24 奥松島産業振興協議会 宮城県東松島市 小野　雅則 調理師（専門：トラフグ） 8/28

25 羅臼町体育協会 北海道　羅臼町

①折茂　武彦

②桜井　良太

①一社　北海道総合スポーツクラブ　理事長
②JBL「レバンガ北海道」プロバスケットボー
ル選手

8/29

26 細呂木地区創成会 福井県　あらわ市 宮島　慎吾 武蔵野美術大学教授　基礎デザイン 9/4

27 特定非営利活動法人
いちかわライフネットワーククラブ 千葉県　市川市 井関　利明 慶應義塾大学　名誉教授 9/5

28 NPO法人小田原まちづくり応援団 神奈川県小田原市 定村　隆久 壱岐松永安佐ヱ門記念館　管理人 9/12
29 特定非営利活動法人シャローム 福島県　福島市 保住　将文 彫刻家　チャパス州立芸術科学大学准教授 9/25～27

30 あきたESDネットワーク 秋田県　秋田市

①伊藤　聡
②柏崎　未来
③齋藤　学

①三陸ひとつなぎ自然学校
②三陸ひとつなぎ自然学校
③釜石リージョナルコーディネーター協議会

9/26～27

31 諏訪自然塾 長野県　茅野市 平井　孝志 理学博士　微生物的環境技術研究所　主幹 9/27

32 NPO法人
アレルギーを考える母の会 神奈川県横浜市

①西間　三馨
②赤澤　晃

③長谷川　実穂
④馬場　耕一郎

①独立行政法人国立病院機構　福岡病院名誉院長
②東京都立小児総合医療センター　アレルギー
科部長

③相模原病院臨床研究センター　研究員
④保育専門官　厚生労働省雇用均等・家庭児童
局　保育課

9/27
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地域づくり団体活動支援事業助成実績（都道府県協議会）
平成17年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日
1 沖縄県地域づくりネットワーク 沖縄県 濱　博一　 株式会社　アスリック　代表取締役 5/27
2 佐賀県地域づくりネットワーク協議会 佐賀県 上野　春樹 甘木朝倉広域観光協会・甘木市観光協会　事務局長 5/30
3 ひょうごふるさとづくり交流会議 兵庫県 安井　潤一郎 全国商店街震災対策連絡協議会理事長 7/9
4 秋田いろり塾ネットワーク 秋田県 亀地　宏 フリージャーナリスト 11/5
5 愛知県地域づくり団体交流協議会 愛知県 大湯　章吉 石川地域づくり協会運営委員長 11/18
6 地域づくり団体岡山県協議会 岡山県 古川　康 佐賀県知事 11/26
7 鳥取県地域づくりネットワーク 鳥取県 森反　章夫 東京経済大学助教授 12/10
8 地域づくり団体千葉県協議会 千葉県 木内　博一 農業組合法人�和郷園　代表理事 2/27

平成18年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日

1 佐賀県地域づくりネットワーク協議会 佐賀県 今泉　重敏 NPO法人地域交流センター�理事�九州事務所所長
㈱まちづくり計画研究所所長 5/23

2 鳥取県地域づくりセンター 鳥取県 小松　俊昭 金沢工業大学�産学連携室
コーディネーター 10/14

3 地域づくり団体岡山県協議会 岡山県 川村　雅人 ㈱三菱総合研究所地域経営研究センター　チー
フ･プランナー 11/11

平成19年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日
1 ひょうごふるさとづくり交流会議 兵庫県 和崎　宏 インフォミーム株式会社�代表取締役社長 5/20
2 地域づくりネットワーク長野県協議会 長野県 岡﨑　昌之 法政大学現代福祉学部　学部長、教授 10/27
3 地域づくり団体岡山県協議会 岡山県 西村　幸夫 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻　教授 11/10

4 愛知県地域づくり団体交流協議会 愛知県
杉戸　厚吉
野澤　博
小池田　忠
三矢　勝司

社団法人地域問題研究所　調査研究部長
庄内学区連絡協議会　書記
森の里荘自治会長
NPO法人岡崎まち育てセンター・りた　事務局次長

11/16

5 鳥取県地域づくりセンター 鳥取県 西村　幸夫 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻　教授 11/18
6 地域づくり団体千葉県協議会 千葉県 濱田　晴子 有限会社M＆D　代表 1/21
7 佐賀県地域づくりネットワーク協議会 佐賀県 後　房雄 名古屋大学大学院　教授 3/7～3/8

8 奈良県地域づくり団体協議会 奈良県 朝廣　佳子
堀井　清孝

㈱読売奈良ライフ　代表取締役
NPO法人奈良元気もんプロジェクト推進会議　理事 3/23

平成20年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日
1 鳥取県地域づくりセンター 鳥取県 堀尾　正明 フリーアナウンサー 5/31
2 地域づくり団体千葉県協議会 千葉県 関谷　昇 千葉大学　法経学部教授 9/9
3 地域づくり団体岡山県協議会 岡山県 米田　雅子 慶應義塾大学　理工学部教授 11/15
4 秋田いろり塾ネットワーク 秋田県 増田　達夫 東京工業大学　特任教授 12/6
5 愛知県地域づくり団体交流協議会 愛知県 豊重　哲郎 鹿児島県鹿屋市串良町柳谷町内会　会長 1/19
6 奈良県地域づくり団体協議会 奈良県 菅谷　文則 滋賀県立大学　名誉教授 2/7～2/8
7 地域づくりネットワーク福岡県協議会 福岡県 金丸　弘美 食環境ジャーナリスト 3/20

平成21年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日
1 群馬県地域づくり協議会 群馬県 松場　登美 株式会社他郷阿部家代表取締役、観光カリスマ 6/30
2 鳥取県地域づくりセンター 鳥取県 平木　久惠 有限会社グリーンブリーズ代表取締役 9/19
3 愛媛県ふるさとづくりネットワーク推進会議 愛媛県 木村　俊昭 農林水産省大臣官房企画官 12/5
4 愛知県地域づくり団体交流協議 愛知県 長谷川　幸介 茨城大学生涯学習教育研究センター准教授 2/5
5 奈良県地域づくり団体協議会 奈良県 中西　進 日本国際文化研究センター名誉教授 2/6

平成22年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日
1 群馬県地域づくり協議会 群馬県 豊重　哲郎 鹿屋市柳谷自治公民館　館長 6/29

2 佐賀県地域づくりネットワーク協議会 佐賀県 豊重　哲郎 鹿屋市柳谷自治公民館　館長　
柳谷町内会（やねだん）ヘルプアイ本舗　代表者 7/4

3 石川地域づくり協会（仮） 石川県
居長原　信子
渡邉　崇志
篠原　隆一
谷口　健一

四万十町十和おかみさん市リーダー
ゲストハウス品川宿　館長
加賀市文化財レスキュー隊
ねあがりカライダスコープ　代表

11/7

4 地域づくりネットワーク長野県協議会 長野県 金丸　弘美 食環境ジャーナリスト、食総合プロデューサー 11/27
5 鳥取県地域づくりセンター 鳥取県 渡辺　豊博 都留文科大学教授 11/27
6 愛媛県ふるさとづくりネットワーク推進会議 愛媛県 斉藤　俊幸 総務省�地域力創造アドバイザー 12/18
7 愛知県地域づくり団体交流協議会 愛知県 鈴木　誠 岐阜経済大学経済学部　教授 2/9
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⑬ 地域づくり団体全国協議会助成事業実績　

平成23年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日
1 群馬県地域づくり協議会 群馬県 殿村　美樹 株式会社　TMオフィス代表取締役　PRプランナー 7/1
2 佐賀県地域づくりネットワーク協議会 佐賀県 井上　優 特定非営利活動法人宮崎文化本舗　副理事長 8/25
3 愛媛ふるさとづくりネットワーク推進協議会 愛媛県 岡本　勝光 NPO法人てっちりこ　顧問 11/5
4 地域づくりネットワーク長野県協議会 長野県 斉藤　俊幸 イング総合計画株式会社　代表取締役 11/19
5 鳥取県地域づくりセンター 鳥取県 増田　寛也 元総務大臣 11/19

6 石川県地域づくり協会 石川県
吉川　由美
定永　嘉代子
佐藤　敬子
赤石　大輔

㈲ダハプランニングワー代表取締役
NPO法人在宅福祉サービスさわやかさかい�理事長
NPO法人かたくりの会�理事長
金沢大学大学院自然科学�理学博士

11/20

7 愛知県地域づくり団体交流協議会 愛知県 谷口　功 愛知学泉大学現代マネジメント学部　准教授 1/26

平成24年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日

1 佐賀県地域づくりネットワーク協議会 佐賀県 曽根原　久司 特定非営利活動法人えがおつなげて
代表理事 6/23

2 群馬県地域づくり協議会 群馬県 金丸　弘美 食総合プロデューサー 6/29

3 石川地域づくり協会 石川県

①高橋　森哉
②埒　正浩
③瀬戸　達
④大橋　のり子
⑤倉重　祐二
⑥濱　博一

①ホスピタリティツーリズム専門学校講師
②㈱日本海コンサルタント専務取締役
③NPO法人歴町センター大聖寺事務局長
④元石川テレビ放送アナウンサー
⑤新潟県立植物園　副園長
⑥㈱アスリック代表取締役社長

9/8

4 愛媛県ふるさとづくりネットワーク
推進会議 愛媛県

①前田　眞
②武智　省三
③小西　ユズキ
④相原　雄一

①有限会社　邑都計画研究所　代表取締役
②山村留学センター長
③道の駅ひろた「峡の館」職員
④農家

11/17

5 愛知県地域づくり団体交流協議会 愛知県 高野　誠鮮 石川県羽咋市役所職員 2/8

平成25年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日
1 佐賀県地域づくりネットワーク協議会 佐賀県 迫田　司 サコダデザイン株式会社　代表 6/29
2 群馬県地域づくり協議会 群馬県 加藤　文男 ㈱ちば南房総　取締役 7/1

3 石川地域づくり協会 石川県

①柚洞一央
②森大顕
③政所利子
④迫田司

⑤濱博一

①室戸ジオパーク推進協議会
②特定非営利活動法人地域再生機構理事
③地域活性化プロデューサー
④�グラフィックデザイナー　商品開発（パッケー
ジデザイン、販売促進、広告制作）

⑤株式会社アスリック代表取締役

9/21

4 地域づくりネットワーク長野県協議会 長野県 内山　節 立教大学大学院教授 11/16

5 愛知県地域づくり団体交流協議会 愛知県 宗次　徳二 カレーハウスCoCo壱番屋創業者
特定非営利活動法人　イエロー・エンジェル理事長 2/7

6 愛媛県ふるさとづくりネットワーク
推進会議 愛媛県

①那須　朗良
②笠松　浩樹
③井出　サツミ
④やの　くにこ
⑤兵頭　肇

①㈲愛媛サポーターズ代表取締役社長
②愛媛大学農学部講師
③NPO法人玉川サイコ―理事長
④食地域活性化コンサルタント
⑤企業組合いわまつ代表

2/23

平成26年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日
1 佐賀県地域づくりネットワーク協議会 佐賀県 東川　隆太郎 NPO法人まちづくり地域フォーラム代表理事 6/28

2 南のふるさとづくり協議会 鹿児島県
①丸山　泰
②東　和博
③緒方　祥之
④引地　渉

①熊本県立大学総合管理学部教授
②東国際特許事務所弁理士
③NPO法人かごしま地域支援協会副理事長
④南日本新聞社事業部

9/19

3 地域づくりネットワーク長野県協議会 長野県 ①伊藤　祐三
②内山　二郎

①共同通信社編集局地域報道部編集委員
②フリージャーナリスト 11/15

4 石川地域づくり協会 石川県

①原　亮
②福島　健一郎
③谷本　亙
④赤須　治郎
⑤濱　博一
⑥森山　奈美
⑦村本　睦戸
⑧石崎　英純
⑨大地　美子
⑩仁志出　憲聖
⑪埒　正浩

①株式会社CCL取締役
②アイパブリッシング株式会社代表取締役
③まち＆むら研究所
④赤須企画事務所
⑤株式会社アスリック
⑥株式会社御祓川
⑦ドメインリーダーシップ育成センター
⑧NPO法人金蔵学校
⑨i-planning
⑩KAKUMA�NO�HIROBA
⑪株式会社日本海コンサルタント

11/22

5 愛知県地域づくり団体交流協議会 愛知県 山田　崇 塩尻商工会議所総務課主任 1/28

6 長崎県地域づくりネットワーク協議会 長崎県
①斎藤　治仁
②佐藤　真一

③加留部　貴行

①道の駅ばんだい駅長
②�株式会社バリュー・クリエーション・サービ
ス代表取締役

③九州大学大学院統合新領学府客員准教授
2/14
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平成27年度
№ 団　　体　　名 自�治�体�名 講�師�氏�名 職　　　名　　　等 実　施　日
1 佐賀県地域づくりネットワーク協議会 佐賀県 大湯　章吉 能登乃國ゆするぎ塾長 6/6
2 群馬県地域づくり協議会 群馬県 米山　けい子 NPO法人フードバンク山梨　理事長 7/2
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資 料 編

⑭ 地域イベント助成事業助成実績　
平成17年度
No. 都道府県名 団体名 イベント名
1 北海道 滝川市 そらぷちキッズ　サマーキャンプ2005
2 北海道 稚内市 じいちゃん・ばあちゃんに学ぶ「昔の遊び」伝承事業
3 青森県 青森市 なみおか・アートプロジェクト
4 岩手県 一関市 舞川カジカの住む郷ふれあいまつり
5 岩手県 軽米町 雪谷川フェスティバル
6 山形県 上山市 茂吉の歩いた道を辿るフェスタ
7 山形県 川西町 上杉の郷“玉庭”ひな街道を行く
8 福島県 金山町 山入近隣会芸能発表会
9 群馬県 上野村 第７回創造の森フェスティバル
10 群馬県 みなかみ町 演劇“真田旺盛時代”制作公演
11 埼玉県 本庄市（児玉町） 自然・文化フェスティバルinこだま
12 東京都 町田市 多摩丘陵会議
13 神奈川県 鎌倉市 大船まつり
14 神奈川県 南足柄市 紫刈りウォーク
15 新潟県 小千谷市 立ち上がれ、団結小千谷
16 新潟県 妙高市 あらい街祭
17 富山県 砺波市 2005となみ夢の平コスモスウォッチング
18 石川県 七尾市 でか小屋芝居茶屋
19 福井県 勝山市 恐竜王国勝山‘恐竜探検フェスティバル’～あなたも恐竜博士になれる～
20 福井県 あわら市 「音楽の夕べ」コンサートIN本荘
21 山梨県 身延町 八日市
22 長野県 高遠町 伊沢修二先生記念音楽祭
23 岐阜県 端浪市 瑞浪市民祈願大花火大会

24 岐阜県 東白川村 The�exposition�of�Eco�and�Peace�Feel�Green2005～小さな村で大きな地球を感じ
る夏の日～

25 静岡県 富士宮市 表富士燈回廊
26 三重県 紀宝町 光の祭典in紀宝
27 滋賀県 虎姫町 とらひめMTB大会
28 京都府 京丹後町（和知町） 和知町50周年記念伝統芸能フェスティバル
29 大阪府 泉佐野市 第30回記念泉佐野郷土芸能の集い
30 兵庫県 神河町 神崎みんみんパワー夏まつり（神崎夏まつり完結編）
31 奈良県 奈良市 春咲きコンサート
32 奈良県 大淀町 茶つみ体験フェスティバル
33 和歌山県 湯浅町 シロウオまつり
34 鳥取県 三朝町 三朝の大綱引きジンショ
35 鳥取県 大山町 夏の大山参道祭
36 島根県 益田市 真砂地区“押し寿司パズルでギネスに挑戦”交流会
37 島根県 大田市 石見銀山江戸のまち
38 岡山県 新見市 備中国新見庄ロマンの里づくり推進事業
39 岡山県 真庭市 ホタルまつりin北房
40 広島県 三次市 第4回江の川夏まつりinさくぎ
41 徳島県 勝浦町 人形フェスタin勝浦
42 香川県 三豊市（三野町） クリスマスinみの～光と音で綴る国際交流～
43 高知県 宿毛市 沖の島アドベンチャーラン
44 福岡県 柳川市 柳川雛祭りさげもんめぐり
45 福岡県 糸田町 糸田祇園山笠
46 佐賀県 鹿島市 第3回かしま鍋島竹あかり
47 長崎県 松浦市（福島町） 土谷棚田火祭り
48 熊本県 美里町 みどりかわ湖どんど祭り
49 大分県 杵築市 城下町杵築散歩とひいな（雛）めぐり
50 大分県 別府市 Be-Beppu�Jazz�inn
51 宮崎県 日向市 ラジコン航空ショーin日向
52 鹿児島県 日置市 山神の響炎
53 沖縄県 那覇市 識名園友遊会

➡ 本編 P29
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平成18年度
No. 都道府県名 団体名 イベント名
1 北海道 札幌市 アマホップフェスティバル
2 北海道 釧路町 釧路町昆布森みなとまつり
3 青森県 十和田市 桜流鏑馬
4 青森県 鶴田町 岩木川カヌー川下り大会～川を感じてみよう～
5 岩手県 釜石市 あったかメルヘン・夢灯りinまちなか
6 岩手県 二戸市 三浦哲郎文学散歩in金田－温泉郷
7 宮城県 角田市 エアロバティックジャパンINかくだ2006
8 宮城県 石巻市 街づくりステーション＆ストリートフェスティバル
9 秋田県 三種町 サンドクラフトinみたね
10 秋田県 鹿角市 男女でつくるうまカレーコンテスト
11 山形県 鶴岡市 環境フェアつるおか2006
12 山形県 白鷹町 しらたか的音楽映画塾
13 福島県 双葉町 太鼓フェスティバル　イン　ふたば
14 福島県 会津若松市 環境フォーラム2006inあいづわかまつ
15 茨城県 桜川市 「サクラサク里」の合同合格祈願祭
16 栃木県 鹿沼市 東部台ふれあい・さくら祭り
17 群馬県 前橋市 みんなで作ろう「ランプと絹道」
18 群馬県 昭和村 ウィンターフェスティバルIN昭和2007
19 埼玉県 毛呂山町 もろやま　ゆずの里ウォーク
20 埼玉県 越生町 越生山吹の里道灌まつり
21 千葉県 銚子市 銚子こども安全フェスティバル「いわしのつみれ」で子どもを守ろう
22 千葉県 印西市 よなかっぺ夢まつり
23 東京都 日野市 第10回ひのアートフェスティバル
24 東京都 台東区 浅草猿若町を知る「165年目の猿若町」
25 神奈川県 平塚市 ヤーコンフェア
26 神奈川県 大和市 TOMOフェスタ
27 新潟県 三条市 第六回良寛さまと、あ・そ・ぼ！祭
28 富山県 魚津市 戦国のろし祭り
29 富山県 南砺市 雪恋まつり
30 石川県 輪島市 輪島オートモービルミーティング2006
31 石川県 珠洲市 おわら風の盆の夕べ
32 福井県 池田町 いけだエコキャンドル
33 福井県 坂井市 ゆりフェスタ
34 山梨県 市川三郷町 親子積み木コミュニティ・チャンピオン大会
35 長野県 長野市 ながの銀座ものがたり
36 長野県 須坂市 信州須坂町並みフェスト
37 岐阜県 各務原市 おがせ池スイレン復活プロジェクト
38 岐阜県 大垣市 第17回花と緑のふれあい展
39 静岡県 富士宮市 片岡球子展～富士への情憬
40 静岡県 富士宮市 バイクナビグランプリ2006　表富士自転車登山競走大会
41 静岡県 掛川市 掛川戦国城下市
42 愛知県 碧南市 575ワールド・万派句「大浜てらまち俳句ing」
43 三重県 度会町 第11回宮リバー度会パーク春まつり
44 滋賀県 近江八幡市 全国文化的景観地区連絡協議会
45 京都府 綾部市 ほたるまつり
46 京都府 加茂町 恭仁京薪能
47 大阪府 箕面市 まんどろ火祭り
48 大阪府 能勢町 夏まつり「よっほいせ」
49 兵庫県 南あわじ市 雪まつり
50 兵庫県 伊丹市 伊丹地車・神輿フェスティバル
51 奈良県 川西町 町民劇団コスモス公演「安来節の女　あらえっさっさ物語」
52 和歌山県 海南市 熊野古道わくわくハイク
53 和歌山県 有田市 オレンジコンサート
54 島根県 美郷町 鴨山駕籠かき大会
55 島根県 安来市 やすぎの春の雛めぐり事業
56 岡山県 美作市 天の川火まつり
57 岡山県 笠岡市 笠岡よっちゃれの夜
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資 料 編

⑭ 地域イベント助成事業助成実績　

No. 都道府県名 団体名 イベント名
58 山口県 田布施町 たぶせ・城南ホタルまつり
59 山口県 岩国市 周東町ふるさとまつり
60 徳島県 美波町 ひわさ夢物語
61 徳島県 鳴門市 第5回鳴門のまつり
62 香川県 高松市 レインボー祭とキツネの嫁入り行列
63 香川県 東かがわ市 ひけた着物語り2006
64 愛媛県 今治市 今治ジャズタウンvol.8
65 高知県 四万十市 かわらっこ村祭り
66 高知県 四万十町 米・こめフェスタ
67 福岡県 直方市 第1回のおがた子どもすくすくフェスタ
68 福岡県 嘉麻市 遊人の杜CUP（マウンテンバイクキッズレース）
69 佐賀県 小城市 清水紅葉の祭典
70 長崎県 長崎市 長崎ぶらぶらフェスタ2006
71 熊本県 人吉市 食の文化祭
72 熊本県 山都町 九州山地神楽祭り
73 大分県 臼杵市 ウスキレキシヒーローズ・カードバトル大会
74 宮崎県 木城町 岩渕大池こいこいinオニバスフェスティバル
75 鹿児島県 与論町 ゆんぬDuKuSa祭
76 鹿児島県 徳之島町 徳之島ワイド祭り
77 沖縄県 石垣市 南の島の星まつり
78 沖縄県 名護市 第2回地域振興わいわいまつり
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平成19年度
No. 都道府県名 団体名 イベント名
1 北海道 伊達市 だて噴火湾縄文まつり
2 北海道 弟子屈町 ダイヤモンドダストinKAWAYU
3 青森県 つがる市 平成19年度第2回全国高校生かるたグランプリinつがる市
4 岩手県 一戸町 鳥越観音まつり
5 宮城県 柴田町 奥州街道“しばた時空の旅”
6 秋田県 横手市 増田「蔵の日」
7 山形県 高畠町 第18回世代交流歌謡フェスティバル・ねほだれ大会
8 福島県 鮫川村 豆で達者なむらづくり「スローフードフェスティバル」
9 茨城県 那珂市 夢AKARI事業
10 茨城県 ひたちなか市 全国高校生アマチュアバンド選手権「ティーンズ・ロック・イン・ひたちなか2007」
11 群馬県 みどり市 わたらせ渓谷鐵道各駅イルミネーション事業
12 埼玉県 吉川市 なまずの里　もちもち大作戦
13 千葉県 南房総市 第43回南房総市白浜海女まつり
14 東京都 稲城市 フレンド平尾まつり
15 神奈川県 山北町 第8回クリスマスIN丹沢湖
16 神奈川県 愛川町 三増合戦まつり
17 新潟県 津南町 秋の里山再発見
18 富山県 氷見市 氷見飯久保・竹ドーム　コンサート2007
19 石川県 加賀市 第3回日本再発見塾in加賀
20 山梨県 大月市 岩殿山かがり火祭り
21 山梨県 増穂町 富士川流域の技（六斎市＆作家たち展）
22 長野県 飯山市 和紙のふるさといいやま灯篭まつり
23 岐阜県 中津川市 第17回つけち森林の市～木のゴールデンウィーク
24 岐阜県 高山市 2007クリスタルライブINあさひ
25 静岡県 伊東市 伊東大田楽
26 静岡県 富士宮市 田貫湖フィッシング＆アートフェスタ
27 愛知県 新城市 しんしろ節句まつり
28 愛知県 幡豆町 寺部城址つくよみの宴
29 三重県 伊勢市 伊勢ヨイ夜ヤナ
30 滋賀県 高島市 そばフェスティバル
31 京都府 日向市 竹の径・かぐやの夕べ～その六～
32 京都府 南山城村 むら夏の彩り2007～恋志谷・恋路橋・やまなみ・そして河原へ～
33 大阪府 岸和田市 イルミネーションフェスタ<岸和田>
34 兵庫県 たつの市 八朔のひな祭り
35 奈良県 御所市 霜月祭
36 和歌山県 すさみ町 すさみケンケンかつお祭り
37 鳥取県 鳥取市 レトロの似合う街・鹿野2007
38 島根県 松江市 松江京店・カラコロcoccolo�Sunday
39 岡山県 奈義町 那岐山トレッキング大会
40 岡山県 玉野市 新春親子たこあげ大会
41 広島県 世羅町 長寿つばきの里まつり
42 山口県 山口市 第2回阿知須まるごと博覧会
43 徳島県 三好市 山城町にぎわい創出イベント
44 香川県 三豊市 みとよHOTスポットスタンプラリー
45 愛媛県 松山市 松山俳句甲子園
46 愛媛県 内子町 第50回内子笹まつり
47 高知県 津野町 高野農村歌舞伎
48 福岡県 東峰村 第20回ほたる祭
49 福岡県 小郡市 味坂ポピー祭り
50 佐賀県 多久市 西渓公園night�fantasy
51 長崎県 波佐見町 はさみ炎まつり
52 熊本県 あさぎり町 天子の水公園花菖蒲祭り
53 大分県 佐伯市 蒲江キャンドルナイト2007
54 宮崎県 日之影町 第8回石垣の村棚田まつり
55 鹿児島県 湧水町 星のさんぽ道　イルミネーション点灯式
56 沖縄県 糸満市 真栄里大綱引き
57 沖縄県 宮古島市 なりやまあやぐ大会
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⑭ 地域イベント助成事業助成実績　

平成20年度
No. 都道府県名 団体名 イベント名
1 北海道 根室市 ハッピークリスマス　ねむろの森から夢の光
2 青森県 大鰐町 万国ホラ吹き大会
3 青森県 十和田市 十和田商店街アートプロジェクト
4 岩手県 紫波町 第20回記念　金山祭
5 宮城県 白石市 鬼小十郎まつり
6 秋田県 秋田市 秋田ほっとHOTクリスマスフェスタ
7 山形県 長井市 雪灯り回廊まつり2009
8 福島県 南会津町 南会津ウォーク＆フェスティバル
9 茨城県 桜川市 真壁紺屋和みあーと
10 栃木県 壬生町 「みぶ蘭学通りまつり」
11 栃木県 矢板市 片岡駅前イルミネーション事業
12 群馬県 片品村 尾瀬戸倉温泉花火大会
13 埼玉県 小鹿野町 第3回あじさい祭り
14 千葉県 茂原市 子どもあそびひろば
15 東京都 日野市 「まちかど写真館ｉｎひの」
16 神奈川県 綾瀬市 第3回綾瀬イルミネーション
17 新潟県 佐渡市 佐渡海府寒ぶり大漁まつり
18 富山県 魚津市 しんきろう旋風50周年記念事業
19 石川県 小松市 小松ＢＭＸフラットランド大会2008
20 石川県 内灘町 内灘砂丘フェスティバル2008「夢抱く子らは内灘を誇りに」
21 福井県 鯖江市 「河和田アートキャンプ事業」
22 山梨県 甲府市 黒平ほうとう祭り
23 長野県 池田町 いけだまちてるてる坊主アート展
24 長野県 中条村 信州むしくらまつり
25 岐阜県 各務原市 各務原ダンスフェスティバル
26 静岡県 三島市 三島大通り宿場まつり
27 愛知県 瀬戸市 ライトアップ岩屋堂
28 愛知県 豊橋市 まちなかフェスティバル
29 三重県 大紀町 あじさいの道まつり
30 滋賀県 湖北町 青物神輿幌母衣武者行列
31 滋賀県 湖南市 第2回三雲城址戦国のろしと東海道散策ウォーク
32 京都府 宮津市 城下町宮津７万石　和火2008　～寺町的光空間
33 大阪府 交野市 第4回天の川七夕まつり
34 兵庫県 多可町 俵田ホタル観賞会
35 奈良県 上北山村 大自然体感ウォーク
36 奈良県 天理市 山の辺のあかり柳灯会
37 和歌山県 九度山町 第2回大収穫祭in九度山
38 鳥取県 琴浦町 第18回白鳳祭
39 島根県 西ノ島町 伝説のイカまつり
40 岡山県 鏡野町 「彩りの郷かがみの」で長巻寿司を作ろう！
41 広島県 竹原市 仁賀れんげまつり
42 山口県 岩国市 岩国駅前活性化まつり
43 徳島県 美馬市 穴吹川筏下り大会
44 香川県 土庄町 「淵崎おんばた祭り」
45 香川県 高松市 こ～りゃんせ2008
46 愛媛県 八幡浜市 第60回八幡浜みなと祭記念行事
47 高知県 土佐清水市 海の日記念イベント
48 福岡県 大牟田市 近代化遺産ウォークラリー
49 佐賀県 有田町 秋の有田陶磁器まつり
50 長崎県 新上五島町 第50代横綱佐田の山杯第11回こども相撲大会
51 熊本県 熊本市 健軍・農村地域間交流フェスティバル
52 大分県 別府市 べっぷ浜脇薬師祭り
53 宮崎県 椎葉村 尾向渓谷祭
54 鹿児島県 枕崎市 ふれあいパーク＆アートストリートフェスティバル
55 沖縄県 国頭村 平成20年度奥間大綱引き
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平成21年度
No. 都道府県名 団体名 イベント名
1 北海道 夕張市 ゆうばりSLフェスティバル
2 青森県 五所川原市 まるごと赤～いりんご応援プロジェクト
3 岩手県 西和賀町 第12回安ヶ沢かたくりまつり
4 岩手県 北上市 灯りとお城のフェスティバル～いわさき城に光り輝く一夜のいぶき

5 宮城県 仙台市 クリエイティブ関連都市型フェスティバル　occur2009「仙台発　21世紀サウンド＆
デザイン」

6 宮城県 美里町 レンゲ草まつり2009
7 秋田県 横手市 よこての全国線香花火大会
8 山形県 遊佐町 ゆざ元町賑わい再生事業
9 山形県 舟形町 長沢地区盆踊り大会
10 福島県 田村市 ひまわりの里づくり事業
11 茨城県 つくば市 第2回筑波山麓秋祭り
12 栃木県 塩谷町 ふれあい盆踊り
13 群馬県 長野原町 北軽井沢ミュージックホールフェスティバル
14 埼玉県 三芳町 いも煮会
15 千葉県 木更津市 みなとまち木更津フェスタ2009
16 東京都 狛江市 七夕まつり　ナイトバザール
17 神奈川県 箱根町 箱根よさこいソーランまつり
18 新潟県 胎内市 中秋の名月・板額の宴
19 富山県 舟橋村 ふなはしまつり
20 石川県 能登町 町民ふれ愛コンサート
21 福井県 南越前町 河野梅まつり
22 山梨県 富士吉田市 第4回富士吉田産業まつり
23 長野県 岡谷市 岡谷きつね祭
24 長野県 飯田市 チャレンジマラニックin遠山郷
25 岐阜県 白川町 水戸野シダレザクラ祭
26 静岡県 下田市 伊豆下田ミステリーツアー
27 愛知県 新城市 しんしろ節句まつり
28 三重県 紀宝町 「にほんの里100選」選定記念イベント事業
29 滋賀県 余呉町 丹生茶わん祭
30 京都府 与謝野町 第4回よさの大江山登山マラソン
31 大阪府 柏原市 コミセンまつり
32 兵庫県 篠山市 丹波篠山築城400年祭フィナーレイベント
33 奈良県 五條市 やな漁体験イベント
34 和歌山県 海南市 海南市民俗芸能祭
35 和歌山県 橋本市 一本杉・滝めぐりハイキング＆街中ウォーク
36 鳥取県 南部町 大国まつり
37 島根県 美郷町 第1回尺鮎釣り大会in江の川
38 岡山県 奈義町 那岐あぐり村「四季の学校」

39 広島県 三次市 世界へ鳴らそう平和の鐘～第39代アメリカ大統領ジミー・カーター来町20周年プレイ
ベント～

40 山口県 光市 ひかりエコフェスタ2009
41 徳島県 上勝町 上勝アート里山の彩生イベント
42 徳島県 佐那河内村 嵯峨野舞台まつり
43 香川県 善通寺市 四国霊場88サイクル駅伝
44 愛媛県 西予市 あけはま！まるごと体験ツアー2009
45 高知県 仁淀川町 能楽コンサートと都会の親子田舎体験
46 福岡県 添田町 英彦山サイクルタイムトライアル大会
47 佐賀県 鳥栖市 Heart�Light�Festa　2009
48 長崎県 五島市 じのもん料理コンテスト
49 長崎県 波佐見町 陶郷中尾山　桜陶祭
50 熊本県 玉名市 アート＆町なかカフェ
51 大分県 豊後高田市 敬老のまちPRイベント
52 大分県 佐伯市 やよい菜の花まつり
53 宮崎県 串間市 元気市木づくり事業
54 鹿児島県 日置市 高山ふるさと秋まつり
55 沖縄県 名護市 第6回勝山シークヮーサー花香り祭
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⑭ 地域イベント助成事業助成実績　

平成22年度
No. 都道府県名 団体名 イベント名
1 北海道 ニセコ町 心豊かにプロジェクト2010
2 青森県 鰺ヶ沢町 津軽・囃子共演祭2010
3 岩手県 滝沢村 大沢まるごと体験ツアー
4 宮城県 石巻市 東北4大焼きそばフェスティバルin石巻
5 秋田県 にかほ市 2010白瀬・南極フェア
6 山形県 鶴岡市 グリーンアドベンチャー　ＩＮ　大鳥
7 山形県 新庄市 鳥越八幡神社土舞台“土に叫ぶ人”
8 福島県 飯舘村 までいの里“いいたて”YOSAKOIまつり
9 茨城県 常陸太田市 行灯の赤レンガと銀杏まつり
10 栃木県 市貝町 芝ざくら公園夏まつり
11 群馬県 みなかみ町 猿ヶ京温泉まつり「赤谷湖湖上花火大会」
12 埼玉県 蕨市 わらびふれあいまつり
13 千葉県 富津市 石のまち金谷体験プロジェクト
14 東京都 青梅市 青梅ふれあいまつり
15 東京都 国立市 谷保天満宮旧車祭vol.2
16 神奈川県 三浦市 第2回みうら夜市
17 神奈川県 藤沢市 だがしや楽校＠善行
18 新潟県 長岡市 越後みしま竹あかり街道
19 新潟県 燕市 越後くがみ山酒吞童子行列
20 富山県 魚津市 第41回じゃんとこい魚津まつり
21 石川県 加賀市 エコフェスタｉｎかが’10
22 福井県 鯖江市 ご縁市事業
23 山梨県 富士川町 ふじかわ夏まつりR52
24 長野県 下諏訪町 北欧音楽祭すわ2010
25 岐阜県 本巣市 本巣市花とほたる祭り
26 静岡県 御前崎市 カヌー　IN　御前崎
27 愛知県 設楽町 奥三河食彩フェスタしたら
28 三重県 熊野市 創作郷土劇「木本村替え騒動記」
29 滋賀県 彦根市 いなえ大夏祭り『稲盆』
30 京都府 南丹市 美山ふるさと祭
31 京都府 舞鶴市 舞鶴ポップス＆ジャズ自由演奏会
32 大阪府 千早赤阪村 棚田夢灯り2010
33 兵庫県 加西市 北条の宿はくらんかい
34 奈良県 天理市 天理市JR駅前イルミネーションプロジェクト
35 和歌山県 紀美野町 紀美野町農林商工まつり
36 鳥取県 米子市 皆生温泉「漁火が見えるやすらぎ足湯」光の癒し空間演出事業
37 島根県 浜田市 2010浜田駅北フェスティバル
38 岡山県 美作市 「冬」が熱い　IN　美作
39 広島県 福山市 第9回鞆・町並ひな祭
40 広島県 熊野町 筆の街散策
41 山口県 田布施町 第16回東田布施コスモスまつり
42 香川県 小豆島町 百選の里フェスティバル　IN　中山
43 愛媛県 伊予市 夕焼けプラットホームコンサート
44 高知県 馬路村 全国うまじっく選手権大会
45 福岡県 遠賀町 おんが夏まつり千人踊り大会
46 佐賀県 伊万里市 伊万里旨いもの収穫祭
47 佐賀県 有田町 ウィンドウディスプレイコンテスト
48 長崎県 西海市 松島桜坂まつり
49 長崎県 壱岐市 壱岐御柱祭
50 熊本県 天草市 二江ぐるっとウォーク
51 熊本県 山鹿市 あんずの丘子どもフェスティバル
52 大分県 大分市 萬弘寺の市
53 宮崎県 延岡市 延岡チキなんウォーク
54 鹿児島県 姶良市 日本一大楠どんと秋まつり
55 沖縄県 大宜味村 長寿の里　体感ウォーク！
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平成23年度
No. 都道府県名 団体名 イベント名
1 北海道 占冠村 Shimukap�Art�Camp�2011
2 青森県 三沢市 北三沢ふるさと祭り
3 岩手県 洋野町 むらづくり35周年記念「頑張るふるさと　花まる・二重まる」交流ふれあい事業
4 岩手県 盛岡市 もりおか八幡界隈まちづくり促進事業
5 宮城県 塩竈市 塩竈フォトフェスティバル2011
6 秋田県 横手市 さんない芝桜を観る会
7 山形県 大蔵村 ひじおりの灯
8 福島県 西会津町 宿場文化まつり
9 茨城県 取手市 取手まつり
10 栃木県 日光市 ツール・ド・NIKKO�2011
11 群馬県 板倉町 いたくら　秋の祭典　～第32回町民文化際／第2回商工祭／第27回板倉まつり～
12 埼玉県 狭山市 灯の川2011
13 千葉県 山武市 いちごの里さんむ　S1グランプリ
14 神奈川県 厚木市 あつぎジャズナイト
15 新潟県 新潟市 角田山提灯登山
16 富山県 立山町 とやま鍋自慢大会2012
17 石川県 小松市 市民が主役！「こまつまるごとエンジョイ・エコ推進キャンペーン」
18 福井県 福井市 越前朝倉万灯夜
19 山梨県 山梨市 キャンドルナイト2011inYAMANASHI
20 長野県 駒ヶ根市 第2回ベネズエラ音楽祭ｉｎ駒ヶ根
21 岐阜県 羽島市 羽島雨乞い踊り夏祭り
22 静岡県 藤枝市 東海道藤枝宿・岡部宿いきいきまつり
23 愛知県 碧南市 大浜てらまちウォーキング
24 三重県 津市 セラ女プラスワンノルディックウォーキング
25 滋賀県 草津市 草津街あかり華あかり夢あかり
26 京都府 笠置町 笠置夏まつり
27 大阪府 阪南市 阪南音楽祭
28 兵庫県 多可町 杉原紙ワークショップ
29 奈良県 川西町 川西ふれあいまつり
30 和歌山県 有田川町 有田川町北地区大運動会
31 鳥取県 鳥取市 宝木っ子まつり
32 島根県 安来市 森の見た夢コンテスト
33 岡山県 笠岡市 第14回島の大運動会　“島をひとつに　心はひとつに”One�for�all�絆�all�for�one
34 岡山県 総社市 SOJA�INTERNATIONAL�FESTA
35 広島県 世羅町 全国にわか笑演会ＩＮせら
36 山口県 田布施町 第10回たぶせハゼの実ろうそくまつり
37 徳島県 吉野川市 鴨島駅前低炭素地域づくり推進事業
38 香川県 さぬき市 合併10周年記念第24回源内駅伝大会
39 愛媛県 鬼北町 日吉さつき祭り
40 高知県 香南市 第19回のいち佐古祭り
41 福岡県 上毛町 上毛祭
42 佐賀県 多久市 多久ミュージカルカンパニー
43 長崎県 長崎市 茂木地区ふれあいまつり
44 熊本県 天草市 御領石竹秋宵まつり
45 大分県 宇佐市 深見秋祭り
46 宮崎県 宮崎市 Blue�愛　Land渚のPremium�Candle�night
47 鹿児島県 指宿市 指宿トライアスロン大会スポーツフェスタ
48 沖縄県 西原町 「梅の香り」うた遊び大会
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⑭ 地域イベント助成事業助成実績　

平成24年度
No. 都道府県名 団体名 イベント名
1 北海道 池田町 こども祭り2012inいけだ
2 青森県 藤崎町 獅子の夏まつり
3 岩手県 奥州市 平安の亡霊が踊る衣川まつり
4 宮城県 柴田町 第8回柴田さくらマラソン大会
5 宮城県 利府町 第27回利府町浜まつり
6 秋田県 大仙市 第31回協和七夕花火「全国女流花火作家競技大会」
7 秋田県 三種町 夏の海の砂像づくり大会
8 山形県 米沢市 米沢シネマ・ステージ
9 福島県 喜多方市 出会い創出支援事業「いい人見つけよう喜多コンプロジェクト」
10 茨城県 日立市 ひたちサンドアートフェスティバル
11 栃木県 栃木市 歌麿まつり
12 埼玉県 入間市 みんなで創ろう・おどろうプロジェクト
13 千葉県 千葉市 千葉公園・大賀ハスを観る会
14 東京都 あきる野市 第10回あきる野夏まつり
15 神奈川県 茅ヶ崎市 浄見寺地元まつり
16 神奈川県 松田町 寄ロウバイまつり
17 新潟県 十日町市 仁多・上小阿仁村交流「万灯火」プロジェクト
18 富山県 黒部市 にいかわフリーきっぷ事業
19 石川県 加賀市 第37回全国健勝マラソン加賀温泉郷大会
20 福井県 あわら市 第12回あわら北潟湖畔観月の夕べ
21 山梨県 道志村 校地創設100周年道志村DE大ふれあい祭り～in久保分校～
22 長野県 須坂市 クリスマスレクチャーin須坂
23 岐阜県 多治見市 「たじみファミリンピック2012」～楽しく子育て・つながる・拡がる地域力～
24 静岡県 浜松市 美林天竜・森と川を守るキャンペーン
25 愛知県 豊明市 豊明まつり
26 三重県 大紀町 滝原宮大祭
27 滋賀県 野洲市 妓王と清盛さんのおかげ祭
28 京都府 長岡京市 長岡京市環境フェア
29 大阪府 大阪狭山市 大阪狭山市産業まつり
30 大阪府 池田市 平成24年度　花菖蒲まつり「親と子の集い」
31 兵庫県 神河町 よーきちゃったなー「越知川名水街道春（夏・秋）物語事業」
32 兵庫県 猪名川町 2012いながわ桜まつり
33 奈良県 桜井市 ～いにしえ人の言の葉を味わいながら～『記紀万葉故地・忍阪の風』体感イベント
34 奈良県 橿原市 環境イベント“エコライフサロン”
35 和歌山県 広川町 稲むらの火祭り
36 鳥取県 米子市 地域ふれあいフェスタ「米子市」
37 島根県 松江市 雨の日の松江一周年記念事業
38 岡山県 勝央町 ファーマーズでお月見会＆竹灯篭
39 広島県 庄原市 お通り
40 山口県 山口市 廻船の〈まち・人・生き生き〉プロジェクト
41 徳島県 佐那河内村 佐那河内村青年団文化祭再現プロジェクト
42 香川県 高松市 二番丁花いっぱい祭り
43 愛媛県 鬼北町 日吉秋の大収穫祭＆ゆずまつり
44 高知県 室戸市 吉良川まちなみ雛まつり
45 福岡県 福智町 「相互扶助による地域づくり」シンポジュウム
46 佐賀県 鹿島市 酒蔵ツーリズム第11回花と酒まつり
47 長崎県 平戸市 ひらどツーデーウォーク大会
48 熊本県 玉名市 ロック・温♨・玉名
49 大分県 臼杵市 川登紙漉き
50 宮崎県 小林市 第15回みやざきツーデーマーチ　こばやし霧島連山絶景ウオーク
51 鹿児島県 伊仙町 伊仙町カウントダウンフェスティバル
52 沖縄県 伊是名村 唄に肝ぬしてぃ踊り語やびら真潮平間諸見ぬ代々の栄ゐ

27-108272_30年のあゆみ.indb   193 2015/09/15   10:43:22



194

平成25年度
No. 都道府県名 団体名 イベント名
1 北海道 ニセコ町 ニセコハロウィン2013
2 北海道 釧路町 2013ゆめのき釧路町収穫祭
3 青森県 八戸市 八戸童話会創立90周年記念・第60回全国童話人大会開催事業
4 岩手県 金ヶ崎町 やらい絆まつり
5 岩手県 宮古市 第2回みやこほっこり映画祭
6 宮城県 塩竈市 全国アマモサミット2013inみやぎ
7 秋田県 小坂町 小坂・鉄道まつり
8 山形県 鶴岡市 国際ノルディックウォーク�in�湯野浜
9 茨城県 水戸市 「いばらき！ホーリーホック1万人祭り」
10 栃木県 宇都宮市 宇都宮市民福祉の祭典
11 群馬県 桐生市 桐生駅北口広場手作りイルミネーション事業
12 埼玉県 蕨市 大収穫祭　てんてこ舞い
13 埼玉県 横瀬町 よこぜ農山村資源活用（稲の里）事業
14 千葉県 酒々井町 本佐倉城探訪Ⅴ第5回記念酒々井町史跡ウォーキング
15 東京都 三鷹市 三鷹駅前まるごと絵本市
16 東京都 小金井市 小金井市民文化祭
17 神奈川県 秦野市 第19回全国報徳サミット秦野市大会
18 新潟県 佐渡市 金山街道秋まつり
19 富山県 小矢部市 おやべグルメフェスタ
20 石川県 白山市 おやこで楽しむ男女共同参画セミナー
21 福井県 越前市 花筐公園170年記念「花筐物語」
22 山梨県 富士川町 落語「鰍澤」を巡る旅
23 長野県 伊那市 信州そば発祥の地　信州伊那新そばまつり
24 岐阜県 東白川村 夢さくら花見会
25 岐阜県 関ケ原町 第4回　関ケ原陣跡制覇ウォーキング
26 静岡県 下田市 下田がんバルゆかたBar
27 愛知県 安城市 ふれあい田んぼアート2013
28 三重県　　 紀北町 チェーンソーアートでつくるきほくの生き物たち
29 滋賀県 竜王町 EAT�THE�ROCK�2013�竜王食音祭
30 京都府 亀岡市 保津川まち美化　SOCIAL　FESTIVEL
31 大阪府 吹田市 アステラス江坂ウィンターイルミネーション
32 大阪府 熊取町 熊取町ふれあい農業祭
33 兵庫県 西脇市 官兵衛の郷・活性化プロジェクト
34 奈良県 御所市 名柄アートフェスタ
35 鳥取県 湯梨浜町 湯梨浜町民ミュージカル
36 鳥取県 琴浦町 ことうら子どもパーク
37 島根県 海士町 とって隠岐スリーデーウォーク
38 岡山県 津山市 未来へつなぐ地域力育成事業
39 広島県 府中市 上下ひなまつり
40 山口県 萩市 彦六・又十郎400年祭～おもいやりの里・明木のキズナ～
41 徳島県 上勝町 全国薬草サミット・シンポジウムin上勝
42 香川県 観音寺市 向井山朋子　ピアノコンサート
43 愛媛県 松山市 ここ夏　鹿島！海びらきフェスタ2013
44 高知県 黒潮町 第10回土佐さがのもどりガツオ祭　2013秋
45 福岡県 糸島市 ファームカーニバル（春）（秋）
46 佐賀県 嬉野市 うれしの紅茶まつり（第12回全国地紅茶サミット）
47 長崎県 川棚町 かわたな“かっちぇてYOSAKOI祭り”
48 熊本県 高森町 ワクワクドキドキあったかもり「でんでんまつり」
49 大分県 中津市 青少年健全育成万葉交流事業
50 鹿児島県 南大隅町 ジャズin“雄川”～川面に映る、音と光が龍（ドラゴン）を呼ぶ～
51 鹿児島県 西之表市 第44回種子島鉄砲まつり鉄砲伝来470周年記念マンドリン野外コンサート
52 沖縄県 宜野湾市 はごろもご当地Gサイングルメ

27-108272_30年のあゆみ.indb   194 2015/09/15   10:43:22



195

資 料 編

⑭ 地域イベント助成事業助成実績　

平成26年度
No. 都道府県名 団体名 イベント名
1 北海道 小樽市 北の雅　おたる雛めぐり
2 青森県 八戸市 酔っ払いに愛を　～横丁オンリーユーシアター～
3 青森県 中泊町 活ハマまつり
4 岩手県 北上市 第8回浮牛城まつり
5 岩手県 一関市 峠山伏神楽伝承150周年記念
6 宮城県 東松島市 サンタをさがせ！
7 秋田県 大館市 大館バラまつり
8 山形県 舟形町 縄文炎祭
9 山形県 飯豊町 どぶロックフェスタ2014
10 福島県 喜多方市 地域の魅力創出事業「天まで届け！プロジェクト」
11 福島県 三春町 ファームパークいわえ「第4回花しょうぶ祭り」
12 茨城県 日立市 日立市・十王町合併10周年記念事業第25回十王まつり
13 栃木県 鹿沼市 かぬま市民協働まつり
14 埼玉県 秩父市 日独青少年交流事業
15 千葉県 館山市 あわ夢まつり
16 東京都 国立市 くにたち野菜月間
17 新潟県 上越市 越後大和の花咲物語
18 石川県 珠洲市 飯田おわら風の盆
19 福井県 福井市 観月の夕
20 山梨県 身延町 第2回身延山・七面山トレイルランニングレース
21 長野県 売木村 愛に県境はない！　田舎de本気のムコヨメ探し
22 岐阜県 池田町 第17回水郷まつり
23 静岡県 裾野市 深良用水まつり
24 愛知県 知立市 ちりゅうこどもフェスティバル
25 愛知県 高浜市 ～地域の魅力再発見！～大山緑地紅葉ライトアップ
26 三重県 亀山市 ふれあい神辺創生フェスタ
27 滋賀県 栗東市 いちょうまつり＋Plus延期企画『mochipa』
28 京都府 和束町 和束町町制施行60周年記念事業　春を呼ぶ茶源郷からの灯り
29 兵庫県 小野市 真夏の雪のファンタジー
30 兵庫県 西宮市 平成26年度鳴尾東女川町友好祭
31 奈良県 奈良市 川辺のまちづくりin大安寺西
32 和歌山県 広川町 みんなで感動！ほんまもん！－絵本と音楽の世界－
33 鳥取県 鳥取市 トットリ式屋台楽宴プロジェクト2014�～秋のキャラバン～
34 島根県 江津市 KANETA�ムラハジメPROJECT
35 岡山県 浅口市 浅口踊大会
36 広島県 庄原市 おいでん祭‐灰塚ダム湖畔ウォーキング&サイクリング－
37 山口県 長門市 チンドン・グランプリin俵山温泉
38 徳島県 三好市 うだつマルシェ
39 香川県 高松市 太田南わいわい・がやがや祭り
40 愛媛県 西予市 軽トラ市inのむら
41 高知県 いの町 水が生まれるところ・石鎚山系　写真スライド＆トークショー
42 福岡県 那珂川町 南畑美術散歩
43 佐賀県 江北町 長崎街道・小田宿まつり
44 長崎県 新上五島町 「歌による地域の絆」～島の歌びとたち～
45 熊本県 上天草市 上天草YOSAKOIハイヤ祭り
46 熊本県 水俣市 平成26年度みなまたピクニック
47 大分県 豊後高田市 わくわくたかだこどもフェスタ
48 宮崎県 国富町 三名まつり
49 鹿児島県 南九州市 南九州市あかりの道標～ちらん灯彩路～
50 鹿児島県 肝付町 肝付町アートプロジェクト
51 沖縄県 国頭村 恋し鏡地まつり
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平成27年度
No. 都道府県名 団体名 イベント名
1 北海道 利尻富士町 みなとまつり
2 青森県 藤崎町 亀田町内会交流事業
3 宮城県 蔵王町 宮夏祭り・花火大会
4 宮城県 南三陸町 南三陸福興市
5 秋田県 小坂町 クリスマスマーケットin�小坂
6 秋田県 八郎潟町 仮装の町！八郎潟でハロウィンナイト
7 福島県 田村市 ひまわりの里づくり事業
8 福島県 石川町 地域づくりシンポジウム～地域自治協議会設立に向けて～
9 茨城県 坂東市 合併10周年記念ばんどうイルミネーションファンタジー2015点灯式
10 栃木県 鹿沼市 （仮称）加蘇芸術祭
11 栃木県 壬生町 32の日
12 千葉県 四街道市 ちばユニバーサル農業フェスタ開催事業
13 千葉県 睦沢町 睦沢まちなか元気会地域活性化事業
14 東京都 稲城市 大丸用水れんげまつり
15 神奈川県 横浜市 戸塚にぎわい広場お披露目イベント
16 新潟県 胎内市 第６回胎内検定事業
17 新潟県 三条市 ものづくりのまち三条こども祭り
18 新潟県 津南町 マタギの里をつなげる「根子番楽」プロジェクト
19 富山県 高岡市 北陸新幹線開業・発足35周年記念たかおか朝市
20 石川県 能登町 町民ふれ愛コンサート（仮称）
21 福井県 鯖江市 鯖江人形浄瑠璃「近松座」設立10周年記念イベント
22 福井県 あわら市 うららん2015
23 山梨県 都留市 つるマルシェ
24 岐阜県 羽島市 第5回え・ふねイルミネーションフェア
25 静岡県 下田市 第14回全国地紅茶サミットin下田
26 静岡県 牧之原市 さがら灯ろう流し
27 三重県 津市 高虎ウオーク
28 三重県 御浜町 御浜みかん祭り
29 滋賀県 大津市 仰木大収穫祭
30 滋賀県 湖南市 『東海道ウォーク「みちくさコンパス」』
31 京都府 長岡京市 長岡京竹あそび2015
32 大阪府 守口市 いい夫婦フェスタ2015
33 大阪府 東大阪市 旧大和川ストリート
34 奈良県 奈良市 つげまつり
35 奈良県 桜井市 縁結び～赤糸の小道～
36 奈良県 三宅町 いきいき子育て♪子どもすくすくフェスタ
37 和歌山県 有田川町 しみず保田紙行灯アート展
38 島根県 松江市 「みんなでつくろう！灯りの手作りアート展」プロジェクト
39 岡山県 瀬戸内市 備前福岡の歴史文化を活かしたIt’s往来プロジェクト
40 広島県 竹原市 荘野「みんなのうた」づくり～伝えよう　ふるさと荘野～
41 山口県 山口市 ツール・ド・山口湾2015
42 山口県 長門市 青海島千本桜まつり2016
43 徳島県 阿波市 オープンガーデン2015
44 徳島県 美波町 かかしコンテスト
45 香川県 小豆島町 福武ハウス‐アジア・アートプラットフォーム2015　福田アジアンバザール
46 香川県 三木町 三木マルシェ2周年記念祭（仮）
47 愛媛県 西条市 里と山の文化祭
48 高知県 大月町 大月町海のフォトフェスティバル2015
49 福岡県 小郡市 花立山を灯そう・語ろう
50 熊本県 八代市 全国山頭火フォーラム�in�日奈久
51 宮崎県 高原町 霧島登山マラソン
52 鹿児島県 日置市 江口浜ビーチフェスタ～はだしで歩けるビーチをいつまでも～
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⑮ 活力ある地域づくり助成事業（魅力ある商店街づくり助成事業）実績　
平成17年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 北海道 当別町 ポケットパーク整備事業
2 青森県 おいらせ町 ふれあい空間整備事業
3 岩手県 一関市 まちの駅「新町JaJa馬プラザ」建設事業
4 福島県 須賀川市 中心市街地マルチビジョン整備事業
5 千葉県 香取市 商店街づくり町並み公共サイン
6 新潟県 新発田市 中心市街地「寺町・たまり駅（お休み処）」整備事業
7 富山県 高岡市 中心市街地活性化施設整備事業
8 石川県 輪島市 「まんなか商店街」ポケットパーク整備事業
9 岐阜県 揖斐川町 谷汲観光プラザ整備事業
10 滋賀県 彦根市 街なか観光　にぎわい創出事業
11 大阪府 岸和田市 すずらん通り商店街共同施設整備事業
12 徳島県 那賀町 取り戻せ！元気のある明るい商店街活性化事業
13 香川県 琴平町 こんぴら街道あじわいのある商店街づくり事業
14 高知県 宿毛市 本町商店街　街路灯整備事業
15 福岡県 岡垣町 （旧国道3号線）県道岡垣・宗像線街路灯設置事業
16 長崎県 佐世保市 江迎地区商店街街路灯整備事業
17 熊本県 宇土市 新町（商店街）街路灯設置事業
18 鹿児島県 奄美市 大型映像配信システム設置事業

平成18年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 青森県 野辺地町 野辺地町常夜灯ロマン街路灯整備事業
2 宮城県 白石市 城下町回遊ルート整備事業
3 山形県 河北町 中央商店街再活性化事業
4 茨城県 下妻市 歩行者ネットワーク整備事業
5 栃木県 小山市 中心市街地活性化施設整備事業
6 長野県 長野市 信州新町中心市街地商業基盤施設整備事業
7 愛知県 蟹江町 蟹江尾張温泉郷発展会　温泉通り「ふれあいのまち」整備事業
8 大阪府 東大阪市 スマイル瓢箪山商業集積地魅力アップ事業
9 和歌山県 湯浅町 中心市街地休憩所整備事業
10 島根県 邑南町 高齢者パワーで元気な街づくり事業
11 岡山県 新見市 新見市商店街花の街路灯設置事業
12 広島県 神石高原町 神石高原町小畠地区商店街整備事業
13 徳島県 東みよし町 新生東みよし町にぎわい商店街づくり事業
14 香川県 丸亀市 生きがい賑わいアートのまちづくり事業
15 宮崎県 五ヶ瀬町 五ヶ瀬町赤谷商店街街路灯整備事業

平成19年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 北海道 倶知安町 まちの駅整備事業
2 岩手県 釜石市 「味のある商店街」形成事業
3 宮城県 大崎市 大崎市古川地域中心市街地活性化施設整備事業
4 福島県 喜多方市 蔵の街「喜多方」蔵案内サイン設置事業
5 栃木県 真岡市 真岡木綿会館整備事業
6 群馬県 藤岡市 常夜灯による街路灯整備事業
7 埼玉県 鴻巣市 ふれあいイベント広場整備事業
8 新潟県 南魚沼市 川舟公園（ポケット・パーク）整備事業
9 福井県 鯖江市 おしどり街道とまり木整備事業
10 滋賀県 守山市 中山道街道文化情報館（中心市街地活性化のための拠点整備事業）
11 鳥取県 境港市 妖怪の泉設置事業
12 高知県 四万十市 四万十川への道整備事業
13 佐賀県 鳥栖市 本通筋商店街街路灯設置事業
14 大分県 日田市 商店街街路灯設置事業
15 鹿児島県 蒲生町 案内看板設置事業

➡ 本編 P30
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平成20年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 青森県 五所川原市 斜陽館通り商店街景観整備事業
2 宮城県 女川町 女川町商店街街路灯イメージアップ整備事業
3 茨城県 潮来市 前川周辺商店街「ほっと！」ステージ事業
4 富山県 立山町 立山町まちなかアートサロン等整備事業
5 山梨県 韮崎市 「武田の里」韮崎ガーデンストリート街路灯設置事業
6 長野県 白馬村 白馬村岩岳地域市街地活性化施設整備事業
7 三重県 桑名市 桑名駅前サンファーレ付近修景事業
8 京都府 綾部市 月見町通り石畳整備事業
9 奈良県 大淀町 下渕商店街街路整備事業
10 和歌山県 紀の川市 紀の川市商店街活性化整備事業
11 山口県 萩市 萩・田町観光ミックス型商店街づくり拠点施設整備事業
12 高知県 安芸市 すまいる通街路整備事業
13 鹿児島県 東串良町 ふれあい空間「豊栄の住処�ひっと館」づくり事業

平成21年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 福島県 南相馬市 野馬追通り景観整備事業
2 栃木県 益子町 益子本通り商店街魅力アップ事業
3 埼玉県 坂戸市 坂戸駅北口サンロード通り活性化事業
4 千葉県 成田市 上町拠点施設整備事業
5 岐阜県 御嵩町 街道みたけ交流館施設整備事業
6 愛知県 半田市 蔵のまちプロムナード景観整備事業
7 滋賀県 日野町 日野駅前通り共栄会歩いてみたくなる商店街事業
8 島根県 海士町 鏡浦商店街イメージアップ事業
9 岡山県 井原市 旧山陽道子守唄ロード整備事業
10 高知県 香美市 ゑびす商店街交流施設整備事業
11 福岡県 久留米市 都心部にぎわい空間整備事業
12 佐賀県 吉野ヶ里町 目達原・吉田商店街街路灯設置事業
13 宮崎県 都城市 高崎町中心商店街街路灯設置事業
14 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市中心市街地商店街情報表示板整備事業
15 沖縄県 本部町 「かつお」をテーマとした魅力ある商店街整備事業

平成22年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 青森県 青森市 青森市中心商店街サイン整備事業
2 群馬県 大泉町 多文化共生の町大泉・グリーンロード商店街魅力アップ事業
3 千葉県 館山市 館山銀座商店街「まちなか塾」化拠点整備及び修景事業
4 滋賀県 近江八幡市 京街道町なみ景観照明灯設置事業
5 兵庫県 養父市 街の灯り再生事業
6 広島県 世羅町 世羅西地区商店街街路灯イメージアップ整備事業
7 徳島県 美波町 桜町商店街街路灯設置事業
8 福岡県 大牟田市 三里・三川地区商店街街路灯整備事業
9 熊本県 阿蘇市 内牧中心市街地まちなみ整備事業
10 大分県 佐伯市 仲町商店街アーケードリニューアル事業
11 宮崎県 川南町 川南町中心商店街街路灯設置事業
12 沖縄県 沖縄市 音楽のまち拠点施設整備事業
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⑯ 活力ある地域づくり助成事業（活力ある商店街づくり助成事業）実績　
平成17年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 岩手県 北上市 北上市魅力ある商店街づくり事業
2 新潟県 三条市 新「三条市」誕生記念　産業祭＆農業祭
3 岐阜県 高山市 21世紀夢ウィーク「高山ロボットフェスタ」
4 宮崎県 延岡市 第50回のべおか七夕まつり

平成18年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 青森県 青森市 中心市街地活性化事業
2 宮城県 女川町 新多目的交通システム構築事業
3 山形県 庄内町 お客様を呼び込める個店・商店街づくり事業
4 茨城県 龍ケ崎市 食の祭典　IN　竜ケ崎
5 栃木県 壬生町 まちづくり支援事業
6 埼玉県 草加市 今様・草加宿推進事業
7 東京都 調布市 賑わいづくり商店街連携イベント事業
8 三重県 伊賀市 市民夏のにぎわいフェスタ2006
9 大阪府 堺市 堺市政令指定都市移行記念「がんばります堺商人」事業
10 山口県 山口市 いつでもアートフル山口
11 長崎県 大村市 中心市街地賑わいまちづくり推進事業

平成19年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 宮城県 岩沼市 中心市街地活性化事業検討ワークショップ
2 千葉県 八千代市 高齢化に対応した商店街活性化プログラム
3 長野県 箕輪町 街なかイベント事業
4 鳥取県 大山町 大山アートギャラリー開設事業
5 岡山県 矢掛町 空き店舗を利用した観光客のアメニティ事業
6 福岡県 柳川市 商工業後継者育成事業
7 鹿児島県 薩摩川内市 中心市街地一店逸品づくり推進事業

平成20年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 青森県 三沢市 アメリカ村オープニングセレモニーイベント事業
2 埼玉県 加須市 奇彩ハロウィン開催事業
3 神奈川県 厚木市 にぎわい爆発あつぎ国際大道芸
4 石川県 金沢市 “頑張りまっし商店街”支援事業
5 三重県 四日市市 楽しさいっぱい市・市・市
6 京都府 舞鶴市 まちなか再生に向けた「商業支援事業」
7 兵庫県 三木市 産業振興補助金事業
8 長崎県 五島市 「まちのまつり」事業

平成21年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 岩手県 八幡平市 体験型観光商店街推進事業
2 山形県 最上町 最上町シンボルエリアの魅力ある商店街づくり事業
3 山口県 周南市 「俺たちのまち創り事業」
4 愛媛県 松山市 お城下松山グルメフェスタ2009
5 福岡県 遠賀町 遠賀川駅前及び松の本・今古賀商店街支援事業

平成22年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 福島県 鏡石町 「鏡石まちなか情報交流館」運営事業
2 栃木県 茂木町 茂木町魅力・活力商店街事業
3 東京都 八王子市 八王子駅南口地区まちびらき事業
4 大阪府 泉佐野市 エコイルミネーション事業
5 和歌山県 和歌山市 まちづくり連携事業

➡ 本編 P30
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⑰ 活力ある地域づくり助成事業（広域的連携を目的として実施するソフト事業）助成実績　
平成17年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 青森県 八戸市 八戸市観光パンフレット作成事業
2 新潟県 魚沼市 「がんばろう！魚沼復興音楽祭」
3 石川県 志賀町 観光魅力アッププラン策定事業
4 静岡県 浜松市 新「浜松市」PRプロジェクト事業
5 滋賀県 長浜市 北近江戦国エコミュージアム事業
6 兵庫県 丹波市 すばらしい丹波市をつくろうCIによるオンリーワンのまちづくり
7 奈良県 吉野町 世界遺産「吉野・大峯」魅力創発事業
8 和歌山県 みなべ町 みなべ町合併記念自然樹林造成環境フォーラム
9 島根県 吉賀町 食・文化・緑の交流事業
10 岡山県 高梁市 新市総合観光パンフレット及び観光PRビデオ作製事業
11 鹿児島県 錦江町 錦江町資源開発事業

平成18年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 山形県 山形市 村山広域在住外国人等こども日本語習得支援事業
2 新潟県 上越市 「えちごの山里」資源活用促進事業
3 福井県 あわら市 越前・加賀みずといで湯の文化連邦推進事業
4 長野県 中野市 千曲川水辺・里山環境保全対策事業
5 三重県 紀宝町 紀宝港フェスティバル
6 奈良県 十津川村 五條・吉野魅惑体験フェスティバル
7 鳥取県 鳥取市 観光パンフレット作成事業
8 大分県 国東市 平成18年度　国東市観光PR事業

平成19年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 青森県 津軽広域連合 津軽の名人・達人バンク事業
2 埼玉県 熊谷市 熊谷ブランド創造事業
3 三重県 熊野市 三重・紀南エコツーリズム推進事業
4 滋賀県 東近江市 美しいふるさとづくり事業
5 京都府 綾部市 あやべ・おおい・あおば観光交流事業
6 兵庫県 豊岡市 観光エリア連携推進事業
7 島根県 隠岐の島町 隠岐相撲交流
8 徳島県 東みよし町 東みよし町伝統芸能講演
9 福岡県 北九州市 こども文化パスポート事業

10 沖縄県
中部広域
市町村圏
事務組合

ITを活用した「まいにち、ちゅうぶ」交流・回遊公式ポータルサイト構築事業

平成20年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 山形県 庄内町 庄内国際ギターフェスティバルin響
2 石川県 七尾市 能登和倉万葉の里マラソン
3 山梨県 山梨市 甲武信源流圏域交流・連携事業
4 三重県 伊賀市 地場産業振興事業（伊賀甲賀連携事業）

5 鳥取県
鳥取中部
ふるさと
広域連合

やらいや中部！行動計画－鳥取県中部地域活性化事業－

6 島根県 津和野町 着物ウィークin「萩・津和野」連携サポート事業
7 鹿児島県 中種子町 「月にいちばん近い島・種子島」皆既日食プレイベント2008
8 沖縄県 南城市 南城市まつり

➡ 本編 P30
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⑰ 活力ある地域づくり助成事業（広域的連携を目的として実施するソフト事業）助成実績　

平成21年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 新潟県 津南町 信濃川花火プロジェクト
2 富山県 黒部市 にいかわ観光圏整備にかかわる広域連携事業
3 岐阜県 各務原市 各務原ダンスフェスティバル
4 兵庫県 丹波市 「丹波物語」による活力ある地域づくり
5 長崎県 長崎市 佐世保・雲仙・長崎アンテナショップ連携事業
6 鹿児島県 霧島市 霧島山ジオパーク推進事業

平成22年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 青森県 鶴田町 鶴の架け橋交流事業
2 山形県 村山市 甑葉プラザオープニング事業　南東北・仙山交流《地域の絆》フェア　～仙台─山形を「食」がつなぐ～
3 茨城県 小美玉市 茨城空港地域資源活用推進連絡会事業
4 埼玉県 神川町 魅力ある観光地づくり事業
5 神奈川県 小田原市 全国丼サミットおだわら2010　D－7
6 岐阜県 郡上市 郡上市景観百景プロジェクト事業
7 三重県 志摩市 日本列島“海女さん”大集合～海女サミット～

8 島根県 奥出雲町
雲南市 水源地域の笑顔プロジェクト

9 岡山県 玉野市 東備讃瀬戸観光スタンプラリー事業
10 香川県 東かがわ市 平成22年度東かがわ市地域間交流事業

11 高知県
仁淀川広域
市町村圏
事務組合

仁淀川広域観光連携推進事業
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⑱ 活力ある地域づくり助成事業（地域資源活用事業）助成実績　
平成17年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 北海道 東川町 写真甲子園2005高校生ワークショップ事業
2 山形県 新庄市 新庄まつり250年祭
3 福島県 伊達市 「つきだて地元学」事業
4 茨城県 つくば市 平成17年度筑波山麓自然学校事業
5 栃木県 足利市 足利尊氏公生誕700年記念事業
6 長野県 坂城町 さかきルネサンス
7 岐阜県 白川村 白川郷世界遺産10周年記念国際フォーラム開催事業
8 大阪府 枚方市 菊人形まちづくり支援事業
9 奈良県 天川村 天川村の空気を育む会　ふるさと交流事業
10 鳥取県 鳥取市 日韓産学官連携フォーラム
11 島根県 海士町 キンニャモニャ祭
12 広島県 尾道市 水軍城まつり
13 山口県 周南市 ズー夢アップ21実施事業
14 高知県 安田町 安田川清流保全推進プロジェクト事業
15 福岡県 太宰府市 COTOCOTOだざいふ
16 佐賀県 唐津市 蕨野の棚田ふれあい事業
17 長崎県 南島原市 セミナリヨの里からMerry�X’mas�in北有馬事業
18 沖縄県 南城市 2005東御廻いまつり

平成18年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 北海道 釧路市 くじらのまちづくり推進事業
2 岩手県 岩手町 ふるさと再発見・グリーンツーリズム実践事業
3 秋田県 横手市 第20回全日本元祖たらいこぎ選手権記念大会
4 千葉県 御宿町 御宿旬の味キャンペーン
5 東京都 八王子市 伝統文化ふれあい事業「みんなで創ろう伝統芸能」
6 神奈川県 藤沢市 地域資源活用推進事業
7 山梨県 富士川町 増穂ふるさと自然塾オープンイベント
8 長野県 須坂市 すざかのお宝発見
9 岐阜県 中津川市 「国民の森」20周年記念式典「森林（もり）へのいざない」
10 静岡県 富士市 富士市地域おこし・特産品振興支援事業
11 愛知県 東郷町 東郷100年デジタルアーカイブ「町指定無形文化財」
12 京都府 亀岡市 かめおか水の庵プロジェクト『南郷池再生プロジェクトⅡ（第2章）』
13 岡山県 倉敷市 茶屋町干拓300年記念事業
14 広島県 庄原市 「文化財で新しい郷土を発見する一年間」事業
15 山口県 下関市 下関ブランド発信事業
16 徳島県 神山町 神山アーティスト・イン・レジデンス事業
17 香川県 宇多津町 宇多津秋の大収穫祭
18 福岡県 田川市 地域資源活用推進事業（TAGAWAコールマイン・フェスティバル～炭坑節まつり～）
19 熊本県 熊本市 くまもと水ブランド創造宣言事業
20 宮崎県 西都市 西都古墳祭り
21 沖縄県 うるま市 第１回うるま市まつり

平成19年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 北海道 名寄市 農業施設は巨匠たちの美術館
2 青森県 八戸市 はちのへ海の文化振興事業
3 岩手県 北上市 北上市民俗芸能後継者育成事業
4 山形県 河北町 文化交流・踊りの競演
5 茨城県 笠間市 笠間市地域資源発掘プロジェクト
6 群馬県 前橋市 よみがえれ�大室古墳群
7 神奈川県 小田原市 小田原ブランド事業
8 新潟県 上越市 上越マイスター技術保存事業
9 石川県 能美市 活力ある能美の里山づくり事業

➡ 本編 P30
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資 料 編

⑱ 活力ある地域づくり助成事業（地域資源活用事業）助成実績　

No. 都道府県 団体名 事業名等
10 山梨県 身延町 夢いちば「川の都」2007
11 長野県 諏訪市 「諏訪由布姫まつり」による地域の賑わい創出事業
12 岐阜県 東白川村 つちのこ村のグリーンツーリズム推進事業
13 静岡県 静岡市 全国伝統花火大会in静岡
14 愛知県 東海市 嚶鳴フォーラム
15 三重県 桑名市 桜と紅葉の回廊と歩いて楽しいまちづくり事業
16 滋賀県 長浜市 「湖北町健康づくり大学」開設事業
17 京都府 伊根町 伊根浦観光推進事業
18 大阪府 熊取町 くまとりふるさとカルタ事業
19 兵庫県 朝来市 朝来市近代化遺産総合調査活用事業
20 奈良県 天川村 天川村地域活性化特産品開発事業
21 島根県 海士町 隠岐牛ふるさとイベント事業
22 広島県 呉市 「音戸の舟唄」全国大会
23 徳島県 美波町 美波うみがめフェスティバル
24 愛媛県 久万高原町 久万高原町グリーンツーリズム推進協議会活動支援事業
25 佐賀県 伊万里市 伊万里港開港40周年記念事業開催事業
26 熊本県 山都町 阿蘇家入領800年記念事業
27 大分県 由布市 由布岳の自然と草原景観保全事業
28 宮崎県 日南市 第30回飫肥城下まつり記念事業
29 鹿児島県 奄美市 離島における1集落1ブランド確立推進事業
30 沖縄県 竹富町 竹富町ふれあいまつり・竹富町やまねこマラソン大会

平成20年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 北海道 広尾町 広尾町開町140年記念事業（ガイドマップ及び映像資料作成）
2 宮城県 名取市 なとり100選PR推進事業
3 秋田県 能代市 秋田スギ厚板活用構法住宅供給プロジェクト事業
4 山形県 東根市 文化交流・伝統芸能の競演
5 福島県 喜多方市 全国水源の里シンポジウムin喜多方
6 埼玉県 新座市 カブトムシや花畑等の自然資源を活用した体験型イベント
7 東京都 八王子市 「くちコミ隊でよみがえる！八王子の歴史と専門店の底力事業」
8 東京都 調布市 『映画のまち調布』活性化事業
9 福井県 若狭町 若狭町古墳文化広報事業
10 長野県 安曇野市 安曇野伝統文化継承事業
11 岐阜県 関ケ原町 地域史再認識イベント「関ヶ原ふれあい21」事業
12 岐阜県 海津市 第8回全国門前町サミット2008in海津
13 静岡県 牧之原市 第13回全国茶サミット静岡大会in牧之原
14 愛知県 武豊町 第2回全国醤油サミットinたまりの里　武豊
15 滋賀県 高島市 藤樹先生生誕400年祭
16 奈良県 斑鳩町 西岡常一棟梁生誕100年記念事業
17 奈良県 十津川村 心身再生の郷づくり事業
18 島根県 安来市 戦国尼子フェスティバル＆ロマン交流
19 広島県 熊野町 熊野町制90周年記念筆まつり・伝統産業フェア
20 徳島県 佐那河内村 大川原高原風車完成記念イベント
21 佐賀県 多久市 多久聖廟創建300年祭記念事業
22 宮崎県 美郷町 百済王伝説ガイドブック制作事業
23 宮崎県 日向市 牧水のふるさと観光まちづくり事業
24 沖縄県 伊江村 第13回伊江島ゆり祭り

平成21年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 北海道 滝川市 菜の花による地域づくり事業
2 青森県 鰺ヶ沢町 白八幡宮大祭保存・伝承助成事業
3 宮城県 石巻市 いしのまき魅力満載発信事業
4 秋田県 八峰町 八峰町タウン情報誌製作事業
5 栃木県 さくら市 温泉と温泉熱を利用した施設栽培ナスのタイアップ事業
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No. 都道府県 団体名 事業名等
6 神奈川県 綾瀬市 「花めぐりの郷」整備事業
7 石川県 珠洲市 奥能登の珠洲焼振興プロジェクト
8 福井県 福井市 「一押しの一品」発掘・普及拡大プロジェクト
9 長野県 川上村 千曲川流域交流事業
10 静岡県 富士宮市 富士山薪能
11 愛知県 瀬戸市 ～魅力発見・地域まるごと体感！～親子ワクワク体験ツアー
12 三重県 鳥羽市 鳥羽・新しい食の魅力創造事業
13 滋賀県 近江八幡市 観音寺城跡歴史遺産活用事業
14 京都府 宮津市 天橋立「能・丹後物狂」事業
15 大阪府 阪南市 和泉石工伝承事業
16 奈良県 御所市 葛城古道を活用した誘客推進事業
17 島根県 川本町 「陸の青魚・エゴマ」を活用した地域活性化事業
18 岡山県 吉備中央町 ふるさと道の駅弁開発と地域の逸品おひろめ事業
19 徳島県 吉野川市 キレイのさと　美郷「梅酒まつり」
20 香川県 三豊市 仁尾お徒歩めぐりガイド育成事業
21 愛媛県 松野町 滑床渓谷　森の国ネイチャーガイド育成事業
22 高知県 本山町 嶺北産材加工製品ブランド化事業
23 福岡県 小郡市 大原合戦650周年記念事業
24 熊本県 天草市 アーティスト・イン・レジデンス　in　AMAKUSA
25 沖縄県 沖縄市 コンテンツプロデュース事業

平成22年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 北海道 当別町 当別町140周年記念事業
2 北海道 留萌市 留萌においDeer（ディアー）！！　留萌ツーリズム構築推進事業
3 岩手県 金ケ崎町 みんなでアスパラダイスつくろう事業
4 宮城県 仙台市 仙台・宮城ミュージアムアライアンス魅力開発・利用促進事業
5 宮城県 岩沼市 岩沼藩開藩350年記念事業
6 秋田県 五城目町 食育推進プロジェクト“小倉セリ”復活チャレンジ事業
7 山形県 天童市 高擶城築城600年祭
8 福島県 天栄村 環境王国天栄村の魅力発信事業
9 神奈川県 開成町 第23回　開成阿波おどり
10 新潟県 糸魚川市 世界認定第一号！いつでも糸魚川ジオパークで自然体験　～石の巻～
11 石川県 能登町 能登町の“お宝”文化遺産活用発信事業
12 福井県 勝山市 ジオパーク推進事業
13 山梨県 市川三郷町 はんこ日本一六郷の里・印章資源・地域資源活用事業
14 長野県 坂城町 坂城町の遺産、信濃村上氏再発見事業
15 岐阜県 土岐市 だち「窯風の里」交遊フェア
16 静岡県 磐田市 「電動アシスト自転車」を活用したまちなか観光向上プラン
17 愛知県 常滑市 とこなめ「まち」の魅力再発見事業
18 三重県 尾鷲市 尾鷲よいとこ集客交流事業
19 京都府 井手町 玉川イメージアップ事業
20 兵庫県 上郡町 地域CATVアニメーション番組「けいすけじゃ」制作事業
21 和歌山県 有田市 ～ノエル　アリダ　スイーツ　コンテスト～
22 鳥取県 伯耆町 とっとりバーガーフェスタ　全国ご当地バーガーサミット
23 広島県 三次市 創作合唱オペラ「いのうもののけ」公演
24 山口県 山口市 山口開府650年記念事業
25 香川県 琴平町 こんぴら歌舞伎絵看板　ナイト・アート
26 愛媛県 大洲市 特産品開発事業
27 福岡県 柳川市 水郷柳川とっておきブランド推進事業
28 長崎県 五島市 西の果て万葉の里づくり事業
29 熊本県 八代市 「二見まるごと産業化」プロジェクト
30 宮崎県 西米良村 「日本の故郷にしめら」発掘・発信事業
31 鹿児島県 鹿屋市 かのや“食”と“農”交流推進事業
32 沖縄県 石垣市 石垣島サンゴウィーク
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⑲ コンサルタント事業　受託団体等　
平成17年度
No. 受託団体 事　業　名
1 山梨県　北杜市 地域福祉活動計画策定基礎調査
2 大阪府　千早赤阪村 男女共同参画社会住民意識調査・プラン策定等調査
3 広島県　安芸高田市 地域保健福祉活動計画策定基礎調査
4 鹿児島県　薩摩川内市 老人保健福祉計画及び介護保険事業計画策定事業
5 兵庫県　伊丹市 第２次保健医療計画改訂事業
6 山口県 中山間地域づくりビジョン策定事業
7 山口県　周南市 地域福祉計画策定事業

8 社団法人
全日本トラック協会

さいたま新都心地区における共同集配送を取り巻く環境調査
ビルセキュリティ強化と物流効率化に関する調査
改訂３版　トラック関係法令便覧印刷業務
引越に関する消費者向けビデオ制作業務

平成18年度
No. 受託団体 事　業　名
1 岩手県　釜石市 釜石市地域生活応援システム推進事業健康安心づくり推進調査
2 千葉県　茂原市 茂原市地域福祉計画策定基礎調査
3 奈良県　御所市 御所市地域福祉計画策定事業
4 岡山県　高梁市 健康日本２１地方計画策定事業
5 佐賀県　武雄市 武雄市男女共同参画推進計画策定支援調査

6 社団法人
全日本トラック協会

国民保護法に関する調査
軽油価格の高騰と運賃転嫁に関する調査
トラック運送事業の年度別運賃・料金に関するデータ整理業務
高速道路に関する割引制度の利用実態に関する調査業務
中小トラック運送事業者の収益向上のためのインセンティブ施策助成事業
～中小事業者の収益向上の参考事例集～

平成19年度
No. 受託団体 事　業　名
1 宮城県　亘理町 健康わたり２１事業計画見直しのための基礎調査
2 茨城県　坂東市 生涯現役で暮らすライフスタイル普及のための検討調査
3 石川県　輪島市 輪島市高齢者地域見守りネットワーク構築のための基礎調査
4 徳島県　神山町 高齢者の介護と医療に関する基礎調査
5 大分県　由布市 由布市福祉計画策定業務

6 社団法人
全日本トラック協会

韓国における油価補助金制度に関する調査業務
物流総合効率化法の普及促進に係るパンフレット作成業務
輸送原価計算システムバージョンアップ業務

平成20年度
No. 受託団体 事　業　名
1 青森県　青森市 青森市高齢者保健福祉・介護保険事業計画に係る事前調査
2 埼玉県　白岡町 高齢者福祉計画・第４期介護保険事業計画策定
3 長野県　長野市 長野市次世代育成支援後期行動計画策定ニーズ調査
4 和歌山県　紀の川市 紀の川市男女共同参画計画策定
5 愛媛県　西予市 西予市地域福祉計画、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画、障害者福祉計画策定
6 長野県　信州新町 信州新町次世代育成支援後期行動計画策定ニーズ調査
7 長野県　中条村 中条村次世代育成支援後期行動計画策定ニーズ調査

➡ 本編 P32
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平成21年度
No. 受託団体 事　業　名
1 秋田県　横手市 地域福祉計画策定業務
2 富山県　高岡市 次世代育成支援後期行動計画策定業務
3 長野県　長野市 次世代育成支援後期行動計画策定業務
4 滋賀県　高島市 次世代育成支援後期行動計画策定業務
5 高知県　土佐市 健康増進計画策定業務
6 沖縄県　宜野湾市 地域福祉計画見直しに係る基礎調査

平成22年度
No. 受託団体 事　業　名
1 山形県　寒河江市 寒河江市地域福祉計画策定業務
2 群馬県　渋川市 渋川市福祉計画策定基礎調査業務
3 愛知県　津島市 健康日本21津島市計画中間評価事業
4 宮崎県　都農町 都農町地域福祉計画策定基礎調査業務

平成23年度
No. 受託団体 事　業　名
1 東京都　あきる野市 地域住民の求める医療・保健・福祉事業に関する調査委託
2 香川県　観音寺市 観音寺市障害者計画及び障害福祉計画策定事業に関する調査委託事業
3 長崎県　壱岐市 壱岐市地域福祉計画策定等に関する調査委託事業
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⑳ 地域おこし研修会受託事業（地域産品・観光おこしコース）開催実績　
平成17年度

受託団体 開催日 研修テーマ
高知県四万十市（四万十市西土佐地域雇用
促進協議会） 1/16～18 四万十市西土佐地域の資源を活かしたイベント開催の為のワーク

ショップ
茨城県下妻市（ローカル線でゆく川の交流
圏づくり推進協議会） 2/18 グリーンツーリズムによるまちづくり研修会

農業を活かした新たな地域づくり

愛媛県内子町（えひめ地域政策研究センター） 2/19 特産品開発とコミュニティビジネスの創出を目標とした組織化と
マーケティングの研究

平成18年度
受託団体 開催日 研修テーマ

愛媛県内子町（内子町観光協会）
10/16、17、27、28、
11/10、11、
12/２、３

観光を活かした地域づくり

長野県長野市 10/19 平成長野起業塾
宮城県気仙沼市（みやぎ文化・PFI協会） 10/28 アート＆スローライフ地域づくり塾
島根県海士町
（島根県立生涯学習推進センター） 12/９、10 壱岐　地域楽のススメ　美しき国　壱岐のふるさとづくり

～壱岐の歴史・文化から学び、未来へ発信するには～
岩手県奥州市 3/21 文化で築くまちづくり

平成19年度
受託団体 開催日 研修テーマ

長野県長野市 10/18 平成長野起業家塾�
鳥取県八頭郡智頭町
（八頭郡田舎暮らし促進協議会） １/27 田舎暮らし促進セミナー

三重県紀北町 2/5 わたしたちの紀北町再発見！　
～紀北町へのリピーター拡大に向けての地域資源の再確認～

三重県伊勢市（伊勢観光協会） 3/6、7 商店街を魅力的にする景観づくり
兵庫県篠山市 3/14、15 市民運動で取り組む定住促進
新潟県新発田市 3/20、21 食のまちづくりの推進

平成20年度
受託団体 開催日 研修テーマ

山形県村山市　楯岡地区まちづくり協議会 6/30 住民主体のまちづくり
～地域計画づくりとワークショップ～

鳥取県 10/18 とっとり暮らし始めませんか。
～鳥取来楽暮フォーラム～

長崎県小値賀町 12/6、7 島の自立と観光業
～観光における地域振興を考えよう～

北海道網走市 12/10、11 オホーツク網走のブランド創出
～学ぼう！愛されるブランドと特産品づくり～

㈳湯原観光協会岡山県真庭市 2/25、26 広域交流と多様な連携による地域づくり
滋賀県草津市（湖南地域観光振興協議会） 3/13 今、活きる観光物産～Yes,we�can～

平成21年度
受託団体 開催日 研修テーマ

山口県山口市 9/17 地域づくりの進め方（地域内連携と地域づくり計画）�
鳥取県 10/13 中山間地域再生の課題
八坂地域づくり協議会（長野県大町市） 11/3 このままでいいのか八坂地区・・今、立ち上がらなければ！！・・
三重県津市 11/14 地元農産物の販売促進と地域ブランドの創出
山形県南陽市 11/15 まちづくり入門講座
NPO雪のふるさと安塚（新潟県上越市） 11/15 安塚区の地域づくりの現状とNPO雪のふるさと安塚の役割
鳥取県北栄町 2/28 北栄まちづくり塾

➡ 本編 P32
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平成22年度
受託団体 開催日 研修テーマ

住民自治されだに（愛媛県伊予市） 6/27 地域資源で佐礼谷ブランドを作る！！
京都府福知山市 8/21 地域活性化への取り組み
岩手県釜石市 12/4 地域における新たな支え合いを求めて
岩手県住田町 12/19 これからの集落のあり方を考えるシンポジウム
大分県別府市 1/16 泉都まちづくりネットワーク「リーダー研修会」
福岡県福岡市 2/16 NPOと市職員の情報交換会

長野県須坂市 3/8 農産物のブランド化と販売促進
～須坂産フルーツを日本のトップブランドへ～
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㉑ 地域逸品発掘事業掲載品目　
平成17年度

都道府県 自治体名 産品

北海道

風連町 ふうれん田舎もちの里
風連町 健康飲料水「風舞」
当別町 ゆとりっち　いも団子汁
厚沢部町 あっさぶの豆

青森県
深浦町 つるつるわかめ
青森市 手作り黒房すぐりジャム
外ヶ浜町 純米吟醸酒「蟹田」

岩手県

二戸市 南部煎餅
田老町 原木干し椎茸
葛巻町 リアリティくずまきワイン
釜石市 チョウザメスモーク

宮城県

白石市 蔵王大吟醸　地場産品あれこれ
登米市 伊豆沼ハム
栗原市 川口納豆
南三陸町 風和里ーかまぼこ

秋田県
鹿角市 松舘しぼり大根乾燥粉末
湯沢市 稲庭うどん味比べセット

山形県
河北町 地酒大吟醸月山丸
新庄市 くじらもち
鶴岡市 イカの一夜干し

福島県
小高町 濃厚ドリンクすっぽん源

会津若松市 米の国会津の味比べ「う米う米粥セット」
川俣町 川俣しゃもの地鶏肉団子鍋

茨城県
県推薦 水戸納豆
県推薦 三年梅干し

栃木県
茂木町 もてぎ棚田のお米
南那須町 飲むヨーグルト
栃木市 日本酒ゼリー

群馬県 上野村 十石まいたけ・しいたけ

埼玉県
県推薦 彩のかがやき
草加市 草加せんべい

千葉県
白井市 梨ブランデー
富浦町 びわ製品

東京都
都推薦 島流し
都推薦 赤いか塩辛

神奈川県
相模原市 相模の桑茶
藤沢市 手作り果物加工品
小田原市 小田原梅ワイン

新潟県
六日町 コシヒカリ
県推薦 新潟のかまぼこ
小千谷市 無添加十割こうじ味噌

富山県
大山町 みょうがすし
滑川市 滑川のおいしい深層水
氷見市 ハトムギ

石川県
七尾市 中島菜
能登町 ブルーベリーワイン

福井県
大野市 白山白ブドウ
小浜市 焼鯖すし・小鯛笹漬

山梨県
大月市 粒秋ウコン

富士吉田市 ミルキークイーン

長野県
長谷村 入野谷気の里豆腐
下条村 親田辛味大根

岐阜県

飛騨市 蓬莱
飛騨市 白真弓
垂井町 蜂蜜・ローヤルゼリー等
関市 椎茸スナック
本巣市 薄墨ラッキョウ

静岡県
小笠町 アロエワイン
長泉町 四ツ溝柿「するがの柿」

都道府県 自治体名 産品

愛知県
岡崎市 八丁味噌
田原市 温室メロン
設楽町 川のおととのソーセージ

滋賀県
草津市 あおばな茶
高島市 鯖のなれずし

京都府
美山町 美山牛乳
日吉町 日吉丸出世みそ

大阪府 池田市 池田の酒「緑一」

兵庫県

相生市 相生牡蠣
一宮町 丹波の黒太郎
宍粟市 宍粟牛
尼崎市 尼の秘伝調味料セット
福崎町 もちむぎ麺、もちむぎ素麺

奈良県
川上村 山幸彦のええもんセット
大宇陀町 吉野本葛詰め合わせ

和歌山県
桃山町 あら川の桃
九度山町 富有柿

鳥取県
米子市 吾左衛門すし
若桜町 若桜だいこん　奈良漬
鳥取市 梨シャーベット

島根県
浜田市 どんちっち３魚
仁多町 出雲国仁多米「今摺自慢」
金城町 フレッシュ芙蓉ポーク

岡山県
玉野市 渚百選たまの藤ロマン
津山市 自然薯
建部町 建部ヨーグルト

広島県
福山市 福山三福
呉市 音戸ちりめん
蒲刈町 海人の藻塩

山口県

下関市 明太子のたまり漬
阿知須町 寒漬
阿知須町 あじのす外郎
阿知須町 郷のこみそ
岩国市 大吟醸　錦帯五橋
宇部市 つづみちくわ

徳島県

県推薦 すだち
県推薦 阿波三盆糖
県推薦 和田島ちりめん
県推薦 なると金時

香川県
さぬき市 讃岐でんぷく
池田町 小豆島産オリーブオイル

愛媛県
内子町 ハム・ソーセージ
西予市 ミカンジュースムテンカ
宇和島市 じゃこ天

高知県
十和村 くびっ茸
窪川町 道の駅あぐり窪川豚まん

福岡県

八女市 八女茶
上陽町 奥八女上陽茶
上陽町 お茶目な愛す
久留米市 久留米ラーメン

佐賀県
有田町 呉豆腐
佐賀市 丸ぼうろ
川副町 佐賀のり醤油煎餅

長崎県

県推薦 長崎俵物
県推薦 手延べそうめん
県推薦 本格焼酎
県推薦 ひじき麺

熊本県
湯前町 おっぱいマシュマロ
苓北町 でこジャム
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都道府県 自治体名 産品

大分県
県推薦 香美の川（かぼす）
県推薦 チョロギ

宮崎県
都農町 都農ワイン
串間市 宮崎紅
北浦町 きたうら浜木綿塩

鹿児島県 大崎町 天然葛製品

鹿児島県
伊仙町 ギャバ茶
霧島市 醸造酢有機米黒酢　すみなおす

沖縄県
石垣市 かまぼこ
下地町 ずみ！50％アロエ

平成18年度
都道府県 自治体名 産品

北海道
砂川市 レアチーズケーキ

新ひだか町 熟成塩蔵さけ

青森県
三戸町 ジョミ
横浜町 これ横浜ナマコ

岩手県
久慈市 やまのきぷどう
田野畑村 ヨーグルト詰め合わせ

宮城県
大河原町 ゆずソース
女川町 ヘルシーハンバーグ

秋田県
能代市 風の松原うどん
仙北市 岩魚のハーブ燻製

山形県
西川町 月山自然水
庄内町 スペシャルコシヒカリ

福島県
会津若松市 会津のこづゆ
福島市 あづまの雪ん子うさぎ

茨城県
県推薦 茶の種子緑茶・玄米
県推薦 常陸大黒蒸しようかん

栃木県
茂木町 ゆず製品詰め合わせ
壬生町 干瓢

群馬県
前橋市 旅がらす
高崎市 高崎うどん

埼玉県
県推薦 五家宝
狭山市 狭山茶天然煎汁粒GTE

千葉県
いすみ市 梨ようかん
光町 ねぎのど飴

東京都
都推薦 しほ海の馨
都推薦 ラム酒

神奈川県
横須賀市 よこすか海軍カレー
秦野市 清酒モーツァルト

新潟県
村上市 北越後の笹団子・笹ちまき
粟島浦村 最高級天然真竹炭　ほっぺ

富山県
砺波市 大門素麺
射水市 白エビ刺身・昆布〆セット

石川県
能美市 加賀丸いも
羽咋市 客人

福井県
大野市 有機純米酢老梅
越前町 福井の酒「春岳と酔蝶花」

山梨県 西桂町 富士山のうまい水

長野県
長野市 えごまクッキー
富士見町 飲むヨーグルト、アイス

岐阜県
関市 さわやかゆじゅ

多治見市 禅味水月麩

静岡県
浜松市 竜ケ岩洞天恵の泉
焼津市 黒はんぺん

愛知県
半田市 知多牛ハンバーグ肉
県推薦 守口漬

三重県
県推薦 伊勢茶
四日市市 四日市素麺

滋賀県 志賀町 「比良の里」米味噌

都道府県 自治体名 産品
滋賀県 高月町 高月くんのキムチ

京都府
舞鶴市 かまぼこ
京丹後市 バラ寿司

大阪府 河内長野市 天野酒

兵庫県
神戸市 神戸ワイン
芦屋市 六甲味噌フリーズドライ味噌汁

奈良県
東吉野村 八徳みそ
広陵町 やまと小町

和歌山県 海南市 蔵出しみかん

鳥取県
米子市 どんぐり製品
日南町 おおえ爺さんのじねんじょ

島根県
海士町 海士の岩ガキ「春香」
美郷町 山クジラのシュウマイ

岡山県
倉敷市 マスカットワイン
真庭市 ひるぜんワイン

広島県
江田島市 イチジクゼリー
大崎上島町 鯛の奉書焼

山口県
下関市 栄華の夢　粒ウニ
岩国市 金冠黒松　大吟醸　

徳島県
県推薦 大谷焼き
県推薦 あわび

香川県
仲南町 ひまわり油
三豊市 讃岐コーチン

愛媛県
今治市 からし菜昆布
新居浜市 エビ天

高知県
四万十市 四万十物語イチゴようかん
馬路村 MONACCA

福岡県
久留米市 久留米漆器
県推薦 博多織

佐賀県
唐津市 呼子宝凍いか
伊万里市 鶏の燻製・ソーセージ

長崎県
県推薦 めしませこらーげん
県推薦 五島手作りうどん

熊本県
阿蘇市 阿蘇手作りプレスハム
八代市 とうふの味噌漬け

大分県
県推薦 無添加カボス果汁
佐伯市 ビオウギ貝

宮崎県
日南市 おび天
えびの市 生きのこ詰め合わせ

鹿児島県
薩摩川内市 こしき海洋深層水
南大隅町 ねじめびわ茶24

沖縄県
糸満市 糸満ワイン
名護市 シークゎーサー果汁

平成19年度
都道府県 自治体名 産品

北海道
寿都町 生たきしらすくるみin佃煮
中頓別町 なかとんべつルーシュ

青森県
青森市 おぼこい林檎
平川市 津軽自然薯そば

五所川原市 シジミエキス21

岩手県
紫波町 紫波自醸ワイン
野田村 のだ焼き

宮城県
角田市 あぶくま豆腐手づくりセット
大崎市 ふゆみずたんぼ米

秋田県
県推薦 しょっつる仕込みのプチプチたらこ
美郷町 仁手古サイダー

山形県
米沢市 雪菜
南陽市 南陽ワイン

福島県
県推薦 鰊の山椒漬炙り押し寿司
県推薦 しぼりトマト100％ジュース
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㉑ 地域逸品発掘事業掲載品目　

都道府県 自治体名 産品

茨城県
県推薦 ロースハム
県推薦 ほしいも

栃木県 さくら市 生椎茸（菌床椎茸）
栃木県 芳賀町 芳賀の梨

群馬県
桐生市 上州吾妻うどん（半生）
渋川市 水沢うどん

埼玉県
県推薦 ねぎみそ煎餅
県推薦 ひびきの「大和芋」

千葉県
匝瑳市 初夢漬
鋸南町 まるごとジンタの押し寿し

東京都
都推薦 ひんぎゃの塩
都推薦 焼くさや

神奈川県
小田原市 小田原おでん
平塚市 鶏まん「湘南八鶏」

新潟県
県推薦 エリンギもつ煮込み　
県推薦 越後の神楽南蛮味噌�

富山県
高岡市 小野（この）じゃがいも
上市町 里の彩

石川県
県推薦 加賀毛針「加賀鮎毛鉤のチョーカー」
穴水町 能登ワイン

福井県
越前町 宮崎の酒　かすなもん
美浜町 さばのへしこ

山梨県
甲府市 あわび　煮貝
大月市 粉末ウコン

長野県
蓼科町 信州サーモンのくんせい
小川村 縄文おやき

岐阜県
東白川村 無塩甘口　とまとのまんま
恵那市 恵那山岡細寒天

静岡県
富士宮市 朝霧ヨーグル豚
岡部町 朝比奈玉露の「つゆ茶」セット

愛知県
蒲郡市 三河木綿
美浜町 美浜の塩

三重県
尾鷲市 みえ尾鷲海洋深層水飲料
熊野市 紀和の雉肉

滋賀県
米原市 伊吹大根おろしドレッシング
愛荘町 伝統工芸愛知川びん細工手まり

京都府
舞鶴市 舞鶴港　西京味噌漬セット
京丹後市 霊峰　特別本醸造「天地人力・原酒」

大阪府
大阪市 大阪市なにわの伝統野菜　
泉佐野市 泉州タオル・泉州こだわりタオル

兵庫県
県推薦 豊岡鞄
小野市 山田錦米パン

奈良県
県推薦 大和肉鶏
葛城市 夢見る梅ジャム

和歌山県 海南市 しもつびわ

鳥取県
三朝町 自然薯とろとろおぼろ
江府町 奥大山高原みそ

島根県
邑南町 石見和牛肉
西ノ島町 日本海・隠岐「伝説のイカ」

岡山県
新見市 岡山和牛丼、和牛カレー
井原市 美星ハム・ソーセージ

広島県
福山市 保命酒
廿日市市 大野あさり

山口県
宇部市 はんじゅくちーずカッタ君のたまご
萩市 須佐の鯵っ子

徳島県
県推薦 生しいたけ
県推薦 阿波和紙

香川県
県推薦 金陵白下糖梅酒　　
県推薦 さぬき和三盆石けん

愛媛県
上島町 青いレモン
鬼北町 鬼北熟成雉

高知県 四万十市 繭うちわ

都道府県 自治体名 産品

福岡県
宮若市 追い出し猫
みやま市 天然樟脳

佐賀県 唐津市 クジラ肉
佐賀県 鹿島市 焼酎「魔界への誘い」、「舞ここち」

長崎県
県推薦 佐世保バーガー
県推薦 鯛の塩釜焼き（かぶと焼き）

熊本県
県推薦 食べる棚田保全　香り米「万石」
県推薦 天草かまぼこ「天領」

大分県
県推薦 こっとり豆乳
県推薦 ほっと柚子

宮崎県
日南市 宮崎かつお　うみっこ節
延岡市 子持ち鮎めし

鹿児島県
鹿児島市 黒糖サブレ「こんがりとん」
日置市 自然海塩「渚のあま塩」

沖縄県
うるま市 ノニ美人茶、のに元気ジュース
恩納村 海ぶどう（クビレズタ）

平成20年度
都道府県 自治体名 産品

北海道
帯広市 とうふくん
占冠村 三升着

青森県
県推薦 「青森シャモロック」なべ用セットA
県推薦 八戸せんべい汁セット

岩手県
葛巻町 くずまき山ぶどう酢
一関市 ひと口もち膳

宮城県 栗原市 みちのく三姉米

秋田県
県推薦 仙人トマトキムチ

能代市 白神こだま酵母・白神乳酸菌を使った味噌　
妖精造り味噌

山形県
南陽市 りんごジュース
山形市 山形養蜂場　「栃の木蜜」

福島県
郡山市 鯉くんせい
二本松市 揚げまんじゅう

茨城県
小美玉市 おみたまプリン
五霞町 ローズポークまん

栃木県 那須塩原市 パスチャライズド牛乳「那須塩原」

群馬県
太田市 「みんなの根利牧場」牛乳3本セット
下仁田町 下仁田葱

埼玉県 県推薦 加須　手ぼし麺

千葉県
銚子市 魚めん
旭市 萬歳米

東京都
都推薦 御蔵の源水
都推薦 純粋椿油「島椿」100ml

神奈川県
県推薦 足柄茶
川崎市 大師巻

新潟県
県推薦 無添加　ブルーベリージャム

県推薦 カンタン米粉ミックス　きらゆき　パン用、
ケーキ用

富山県
高岡市 なたね油
魚津市 純米吟醸じゃんと恋魚津

石川県
県推薦 くり焼酎「栗太郎」
県推薦 珠洲焼

福井県
坂井市 シルク入りバウムクーヘン
若狭町 福井梅干し　しそ漬け

山梨県
県推薦 山梨県オリジナル品種のすもも

（サマーエンジェル・サマービュート）
県推薦 クリスマスエリカ

長野県
筑北村 もえぎ豆腐（もめん）、（おぼろ）
坂城町 ねずみ大根（からねずみ）

岐阜県
大垣市 大垣の木枡
高山市 宿儺かぼちゃ
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都道府県 自治体名 産品

静岡県
西伊豆町 鰹塩辛
熱海市 だいだい味付けぽんず

愛知県
一色町 一色産うなぎ
高浜市 三州セラミックソイル

三重県
四日市市 万古焼急須
津市 黒の小女子

滋賀県
竜王町 近江竜王　足あわび茸詰め合わせ
余呉町 鯖のいいこ漬

京都府
京都市 有機　ゆたか碾茶
綾部市 黒谷和紙

大阪府
府推薦 泉州の水なす
寝屋川市 寝屋川『まんだ蕎麦』

兵庫県
川西市 いちじく茶「凜零」
佐用町 ひまわり油

奈良県
県推薦 ヤマトポーク
明日香村 茶豆味噌

和歌山県
湯浅町 栖原三宝柑
有田川町 紀州しみずのぶどう山椒（ミル付き）

鳥取県
境港市 境港・小倉屋の焼き鯖寿司
大山町 特製山田屋のうに

島根県
大田市 開春　西田
益田市 ゆずらーめん

岡山県
玉野市 お守り「支綱」

勝央町 おかやまファーマーズ･マーケット　ノー
スヴィレッジ　ヨーグルト

広島県
江田島市 ひとつぶくん
大崎上島町 ブルーベリーコンフィチュール

山口県
下関市 青海苔羊羹
長門市 長州どり「焼き鳥セット」

徳島県
県推薦 遊山箱
県推薦 木頭ゆず加工品

香川県
県推薦 「遊んで」「使って」「しまって（収納）」オリー

ブの箸置き
県推薦 タイラギ貝ヒモの佃煮

愛媛県
西予市 のむらミルク工房　アイスクリーム８個セッ

ト
八幡浜市 八幡浜ちゃんぽん

高知県
県推薦 天日塩の白羊羹、薪釜糖の黒羊羹、玄最中

香南市 「はまびじん」全５種
「はま育ち」全３種

福岡県
県推薦 博多大吟醸酒粕焼酎「ふくよか」
柳川市 福岡のり

長崎県
県推薦 五島手延うどんと飛魚だしつゆセット

県推薦 がまだす島原じげもん本舗野菜入りウィン
ナーシリーズ

熊本県
県推薦 球磨焼酎「黒麹峰の露」
県推薦 うにコロッケ

大分県
県推薦 豊後別府湾ちりめん
大分市 関あじ一夜干し、関あじフライ

宮崎県
門川町 釜あげしらす丼の素
西米良村 米良糸巻大根

鹿児島県
県推薦 さつまいも冷麺
南九州市 あくまき

沖縄県
豊見城市 豊見城ウージ染め

南大東村 ラム酒�CORCORー赤ラベルー
ラム酒�CORCOR�AGRICOLEー緑ラベルー

平成21年度
都道府県 自治体名 産品

北海道
函館市 函館がごめ若葉
鶴居村 ナチュラルチーズ「鶴居」

青森県 深浦町 北前船伝承天然醸造麹味噌「白神岳」

都道府県 自治体名 産品
青森県 弘前市 在来津軽「清水森ナンバ」
岩手県 八幡平市 安比塗

雫石町 南部かしわひっつみ鍋セット

宮城県
大河原町 うめ輝らり
大崎市 薬菜ワサビ

秋田県
県推薦 なんこ鍋
小坂町 菜々の油

山形県
西川町 白い発芽胚芽米「月山まんま」
小国町 つる細工品

福島県
相馬市 あんこうの肝和え
いわき市 いちじくコンポート

茨城県
取手市 リーキ（西洋葱）

かすみがうら市 本格やきいも焼酎「湖山（こざん）」

栃木県
県推薦

フロマージュフレ澄白・フロマージュブラン・
モッツァレラ、ミルクソース、モッツァレラ
のたまり漬け

宇都宮市 宇都宮カクテル

群馬県
前橋市 まえばしtontonまんじゅう
桐生市 アイスまんじゅう

埼玉県 県推薦 東松山「秘伝のみそだれ」

千葉県
千葉県 九十九里いわしのごま漬
香取市 さわらっころーる

東京都 神津島村 サメジャーキー

神奈川県
横浜市 道志の森の清流水「はまっ子どうし」
海老名市 いちごわいん

新潟県
小千谷市 さつまいもプリン
出雲﨑町 紙風船

富山県
高岡市 小野じねんじょ
魚津市 魚津寒ハギ「如月王」

石川県
県推薦 美川仏壇
県推薦 海女採りサザエ

福井県
福井市 打豆
南越前町 今庄生そば

長野県
小谷村 そばおやき（ちゃのこ）
木曽町 すんき漬

静岡県 焼津市 大井川の恵み「うめえぞこれは」しょうゆ
愛知県 小牧市 名古屋コーチンのあらびきソーセージ
三重県 津市 アマゴ甘露煮

滋賀県 安土町 おこのみ袋「まるごと彩菜」と「まるごと
つくつく」の詰め合わせ

京都府
福知山市 鬼饅頭
与謝野町 京の豆っこ米

大阪府
堺市 堺線香
交野市 交野の里�干し柿の饅頭

兵庫県
洲本市 オニオンスープ
加古川市 春うこん
交野市 交野の里�干し柿の饅頭

兵庫県
洲本市 オニオンスープ
加古川市 春うこん

奈良県
県推薦 大和なでしこ卵
天川村 大峯山麓コンフリチュール

和歌山県
海南市 紀州漆器「根来塗」
田辺市 彩煙墨

鳥取県
鳥取市 因幡和牛
岩美町 もさえびせんべい

島根県
大田市 一日漁の白いか一夜干
益田市 森の器

岡山県 倉敷市 倉敷産イ草シーツ

広島県
廿日市市 安芸の一粒
三次市 三次産こだわり米「夢ひかり」

山口県 美祢市 厚保くり
徳島県 県推薦 阿波尾鶏
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㉑ 地域逸品発掘事業掲載品目　

都道府県 自治体名 産品

香川県
県推薦 オリーブサイダー
県推薦 志度桐下駄�寄木細工

愛媛県 内子町 今は昔�内子彩あんどん
愛媛県 今治市 今治タオル

高知県
高知市 龍馬に夢中
香美市 おやじアイス

福岡県
県推薦 豊前海一粒かき
北九州市 ぬかみそだき

佐賀県 佐賀市 山明かり

長崎県
県推薦 カメリア
県推薦 レインボー羊羹

熊本県
県推薦 阿蘇黄土しゃぼん
県推薦 あかしそリキュール「恋しそう」

大分県
県推薦 おおいた村おこし麦焼酎「十王」
佐伯市 ごまだし

宮崎県
宮崎市 宮崎自慢ちりめんパイ
五ヶ瀬町 五ヶ瀬ワイン

鹿児島県
鹿児島市 敬天のかんぱち「潮」
県推薦 帯刀公の郷�薩摩芋新

沖縄県
うるま市 肝高のもずく餃子
大宜味村 シークヮーサーみつ

平成22年度
都道府県 自治体名 産品

北海道
石狩市 佐藤水産の鮭醤油
深川市 もち米玄米「北の黒米」

青森県
青森市 みそ貝焼きの素
つがる市 つがるPREMIUM

岩手県
雫石町 雫石わさび
西和賀町 すっぽんスープ

宮城県
栗原市 くりこま漢方和牛
名取市 閖上産赤貝の塩漬け

秋田県
湯沢市 栗駒無糖れんこんヨーグルト
八峰町 八峰白神塩もろみ

山形県
朝日町 あさひ清流美人
金山町 米の娘ぶた（こぶた）

福島県
県推薦 純米吟醸香のデザート「酒精の雫・凛」
県推薦 スモーク苞豆腐

茨城県
県推薦 県庁羊かん

つくば市 つくばブルーベリーゆうファームのブルー
ベリージャム

栃木県
県推薦 辛味もろみ
県推薦 吟醸チーズケーキ

群馬県
渋川市 牛肉（赤城牛、赤城和牛）、牛肉加工品
群馬県 いせさきもんじゃ

埼玉県
県推薦 十万石まんじゅう
県推薦 ちび丸スパイスシリーズ

千葉県
千葉県 一番摘み青とびのり
鴨川市 さばてり焼きスモーク

神奈川県
県推薦 かながわの海苔
綾瀬市 あやせ本醸造

新潟県
妙高市 妙高市認証米「妙高の雪どけ清流の恵み」（コ

シヒカリ）
佐渡市 nisaco�deepsea�water�300

都道府県 自治体名 産品

富山県
魚津市 りんごジュース「ふじだけ」
富山市 とやま土人形

石川県
小松市 加賀丸いも焼酎、トマトカレー
中能登町 古代米

福井県
福井市 六条大麦粉
勝山市 えごま油

長野県
長和町 信濃霧山ダッタンそば
飯綱町 高坂林檎シードル

静岡県
浜松市 遠州風お好み焼きソース
焼津市 焼津かつおせんべい

愛知県
蒲郡市 飾り馬
幸田町 筆柿ワイン

三重県 津市 田舎こんにゃく
滋賀県 湖南市 下田なすの浅漬け
京都府 伊根町 筒川そば

大阪府
豊中市 あすなろ麺
和泉市 ガラス細工

兵庫県
川西市 「きんたくん」グッズ
洲本市 純淡路島産無添加なたね油「菜の花の恵み」

奈良県 下北山村 下北春まな漬

和歌山県
有田川町 保田紙
有田市 ほねく

鳥取県
大山町 大山ピーナツ
八頭町 ぽて柿

島根県
奥出雲町 奥出雲唐辛子（一味唐辛子）
飯南町 ヤマトイモ焼酎「八丁蜻蛉）

岡山県
倉敷市 竹集成材「Suiren」
赤磐市 リースリングワイン

広島県
福山市 「あぶり鯛茶漬け」と「鞆の浦鯛ラーメン」
呉市 豊島ラーメン・とよしま漁師うどん

山口県
美祢市 竹割箸７膳セット
柳井市 光触媒塗布の金魚ちょうちん

徳島県 県推薦 阿波正藍しじら織

香川県
県推薦 讚の岐三（さぬのきさん）
県推薦 リセノワール

愛媛県
西予市 奥伊予「城川自然牧場のベーコンセット」
上島町 魚島「でべら」

高知県
香美市 室内用フラフ（ミニフラフ・金太郎、赤鯉抱）
日高村 日高村「シュガートマト」

福岡県
久留米市 くるめ椿オールドパルファム
豊前市 棚田ゆずペースト

佐賀県 唐津市 小川島ひじき

長崎県
県推薦 あなごつみれ鍋セット
県推薦 まるごと雲仙チーズぷりん

熊本県
県推薦 天草藍物語
県推薦 飲む晩柑ジェリー天水

大分県
県推薦 かぼすコンフィチュール
日田市 木製「丸うちわ」

宮崎県
門川町 門川金鱧セット
日向市 シイラの生ハム

鹿児島県
県推薦 体に優しい国産米粉シフォンケーキ
県推薦 かごしまの黒豚肉まん「黒ぶた侍」

沖縄県
北谷町 「琉球明太子　豆腐ようめんたいこ」
本部町 アセローラ
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㉒ 合併市町村地域資源活用事業助成実績　
（平成18～20年度までは「合併市町村地域資源活用事業」、平成21～23年度までは「合併市町村住民組織活性化支
援事業」として実施）

平成18年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 北海道 石狩市 厚田区・浜益区文化財調査活用事業
2 青森県 五所川原市 地域観光資源PR事業
3 宮城県 大崎市 「蕪栗沼及び周辺水田」環境保全・普及促進事業
4 福島県 喜多方市 そばの郷喜多方創造事業
5 茨城県 石岡市 茅葺民家調査保存事業
6 群馬県 高崎市 新「高崎市」誕生記念　文化交流イベント
7 埼玉県 小鹿野町 営農支援対策事業
8 千葉県 鴨川市 ローカルソースてんこ盛り事業
9 新潟県 南魚沼市 「こしひかり紙」和紙の里創設事業
10 石川県 七尾市 七尾市文化拠点施設整備事業
11 山梨県 身延町 身延町地域資源活用まちづくり事業
12 長野県 伊那市 第５回全国藩校サミットin高遠
13 岐阜県 多治見市 合併市町相互の地場産業高度化による交流促進事業
14 愛知県 豊根村 ふるさと豊根まつり2006
15 三重県 四日市市 楠健康ふれあいフェスタ補助金

16 滋賀県 高島市 「地域と大学を結ぶ高島市まちづくりモデルプロジェクト」“環の郷高島”市民協働（新
しい公共空間）創造事業

17 京都府 福知山市 福知山市合併記念　ミュージアム＆ホール探検ツアー
18 兵庫県 香美町 「余部鉄橋」架替記念事業
19 島根県 雲南市 ふるさと雲南市交流再生計画
20 岡山県 備前市 市民ふるさとの森創造事業
21 広島県 安芸太田町 太田川清流塾推進事業
22 山口県 周南市 ひと・輝きプロジェクト
23 愛媛県 新居浜市 産業遺産と自然を活かした短期滞在ブランド創出事業
24 高知県 高知市 土佐のお城下にぎわい創出事業
25 福岡県 八女市 八女市ぴっかり通信事業
26 佐賀県 佐賀市 シンボルバルーンによる新佐賀市イメージアップ事業
27 長崎県 五島市 三井楽地区「遣唐使ふるさと館」周辺整備及び地域農産物活性化事業
28 熊本県 宇城市 フロンティアシティ・宇城「食彩～Shoku~」プロデュース
29 大分県 宇佐市 「石ひび」再生事業
30 宮崎県 日向市 新日向市観光資源連携活性化事業
31 鹿児島県 湧水町 名水丸池感謝の夕べ
32 沖縄県 宮古島市 宮古島歴史文化ロード再発見事業

➡ 本編 P33
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資 料 編

㉒ 合併市町村地域資源活用事業助成実績　

平成19年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 北海道 伊達市 「だて噴火湾アートビレッジ構想」推進のための拠点づくり事業
2 青森県 五戸町 地域観光資源活性化事業
3 岩手県 一関市 室根大祭協賛事業
4 秋田県 湯沢市 歴史的建造物を生かしたまちづくり事業
5 茨城県 行方市 行方市水辺サイクル・ネットワーク整備事業
6 千葉県 香取市 “ようこそ香取へ　ふるさと回遊サポートシステム”構築事業
7 新潟県 柏崎市 柏崎七街道観光資源価値向上事業
8 富山県 黒部市 観光シャトルバス「黒部・宇奈月温泉号」運行事業
9 石川県 白山市 「白山菊酒」のブランディングを通じた、白山食文化のアイデンティティの確立事業
10 福井県 坂井市 坂中井－越の国まん中物語－実施事業
11 長野県 長野市 地域の魅力再発見事業
12 岐阜県 高山市 「飛騨高山のグリーン・ツーリズム」推進事業
13 静岡県 伊豆市 海のなかった住民と海人（うみんちゅう）の交流体験
14 滋賀県 野洲市 「第1回全国ふるさと富士サミット」＆「近江富士・琵琶湖ドラマチック街道」誘客事業
15 京都府 京丹後市 京丹後市地域観光資源PR事業
16 兵庫県 洲本市 菜の花巡回バス運行事業
17 奈良県 葛城市 葛城の郷風土記制作事業
18 和歌山県 海南市 海南特産家庭用品まつり
19 鳥取県 倉吉市 遥かなまち倉吉創造プロジェクト事業
20 島根県 飯南町 飯南町銀山街道整備事業
21 岡山県 津山市 自然体験プロジェクト
22 広島県 廿日市市 はつかいち縦断みやじま国際パワートライアスロン大会2007
23 山口県 下関市 下関ブランド発信事業
24 徳島県 吉野川市 吉野川市合併3周年記念事業
25 愛媛県 砥部町 観光ブランドを活かした街道づくり事業
26 高知県 津野町 津野町地産地消システム構築事業
27 福岡県 宗像市 宗像市沖ノ島情報発信事業
28 佐賀県 有田町 有田秋まつり
29 長崎県 対馬市 対馬聖人・陶山訥庵先生誕生350周年祭
30 熊本県 天草市 日本の宝“天草”地域財産再発見事業
31 大分県 豊後大野市 伝統芸能を核とした新市まちづくり事業
32 鹿児島県 長島町 造形美術作品展示施設整備事業
33 沖縄県 うるま市 うるま市戦略産業振興支援事業
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平成20年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 北海道 むかわ町 むかわ町観光力アップ事業
2 青森県 深浦町 地域観光資源の伝統「食文化」を活かした外国人観光客誘客促進事業
3 岩手県 奥州市 斎藤實生誕150年記念「地域芸術文化創造」事業（地域資源活用事業）
4 宮城県 栗原市 「田園観光都市」創造事業
5 秋田県 美郷町 美郷町地販地消推進事業
6 福島県 本宮市 本宮市合併1周年記念「食を通した地域一体感醸成事業（もとみや食ブランド確立事業）」
7 茨城県 小美玉市 農畜産業の連携による地元農産物を利用した「小美玉ブランド」開発事業
8 群馬県 前橋市 〝豚〟を活かしたまちづくり事業
9 千葉県 南房総市 『地域連携振興エンジン』構築事業
10 新潟県 十日町市 越後妻有　民話と絵本の文化センター創設事業
11 富山県 射水市 地域資源を活かした　射水ブランド発信事業
12 山梨県 北杜市 北杜市長期滞在型リトリートの杜「事業コンソーシアム活性化促進事業」
13 長野県 木曽町 住民と地域資源を結び付ける公共交通連携事業
14 岐阜県 大垣市 かみいしづ温泉入浴体験事業
15 静岡県 川根本町 南アルプス山岳図書館建設事業
16 愛知県 清須市 市民参画による「水辺の散策路」整備事業
17 滋賀県 米原市 田舎都市“まいばら”が魅せるいやしのまち推進事業�
18 兵庫県 西脇市 「播州織の西脇」創生事業
19 鳥取県 鳥取市 美しい星空を全市民へ
20 岡山県 新見市 千屋牛ブランド化推進事業
21 広島県 呉市 くれ農林水産物ブランド化推進事業
22 山口県 宇部市 ICTの活用による「宇部ぢから」創造・発信事業
23 徳島県 海陽町 徳島・海陽「究極の清流・海部川風流マラソン」
24 香川県 小豆島町 アートでまちおこし！イン・小豆島
25 愛媛県 松山市 忽那諸島映像化事業　～Theムービィ　オブKutsuna�プロジェクト～
26 高知県 黒潮町 黒潮の恵みを活かしたまちづくり事業
27 福岡県 東峰村 “小石原焼を活かした村づくり”登り窯整備事業
28 佐賀県 小城市 スローライフ推進事業　～重なる歴史と水でつながり、感じるスローライフ～
29 長崎県 壱岐市 壱岐しまごとプロジェクト事業
30 熊本県 和水町 伝統芸能の魅力再発見によるまちづくり事業
31 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内ブランド力向上計画
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資 料 編

㉒ 合併市町村地域資源活用事業助成実績　

平成21年度（合併市町村住民組織活性化支援事業）
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 北海道 釧路市 釧路市阿寒町花いっぱい運動推進事業
2 北海道 洞爺湖町 食文化による農業と地域の魅力創造事業
3 北海道 日高町 日高地域活性化事業

4 青森県 十和田市 十和田湖畔・奥入瀬渓流エリアの活性化に向けた「老いも若きも一緒に!地域資源発掘
＆楽しみ方発見」事業

5 岩手県 奥州市 衣川体験交流の郷づくり事業
6 宮城県 南三陸町 地域の人材育成を通じた事業（伊里舞獅子舞）
7 秋田県 湯沢市 小安峡景観保全事業
8 秋田県 大仙市 協和さくら祭りイベント事業
9 山形県 鶴岡市 国道345号沿線地域活性化事業
10 福島県 白河市 「美味・美景」ふるさと発信！�Lets�表郷！
11 福島県 二本松市 幡祭りの里魅力情報発信イベント事業
12 福島県 本宮市 地元産品を活用した事業
13 茨城県 日立市 たかはら自然体験交流施設事業
14 茨城県 筑西市 関城の祭典「どすこいペア’09」
15 栃木県 真岡市 合併記念「日本一イチゴまつり」
16 群馬県 みなかみ町 谷川岳エコツーリズム推進事業
17 埼玉県 本庄市 自然と歴史を生かした山村地域活性化事業
18 千葉県 匝瑳市 第16回のさかふれあい祭り
19 新潟県 三条市 しただ郷交流拠点づくりプロジェクト
20 新潟県 十日町市 むしろ旗　おにぎりプロジェクト
21 新潟県 上越市 板倉ふれあいまつり
22 富山県 射水市 越中だいもん凧まつり
23 石川県 白山市 「柿」と「自転車」できらりと光る集落活性化事業
24 石川県 能美市 能美の里山ツーリズム推進事業
25 福井県 大野市 九頭竜紅葉まつり30回記念事業『秋色・音彩（ねいろ）�ふれあい演奏会』
26 山梨県 北杜市 ふるさとまつり
27 山梨県 甲州市 ふるさと大和夏まつり
28 岐阜県 高山市 高山南地区観光客誘致推進事業
29 岐阜県 中津川市 加子母「聞き書き」事業　～暮らしの知恵を継ぐ～
30 静岡県 御前崎市 鰹節伝統的製法手火山の保存及び体験型観光の開発・実証試験事業
31 愛知県 豊田市 豊田市地区総合型スポーツクラブ育成事業
32 三重県 四日市市 楠地区まちづくり推進事業
33 三重県 紀宝町 地域の伝統芸能等の継承・発展を通じた事業
34 滋賀県 高島市 たかしま市民協働交流センター運営事業
35 京都府 京丹後市 丹後町地域における住民主体の手作り活性化事業
36 兵庫県 宍粟市 とちの実の里づくり
37 兵庫県 たつの市 小五月（こさつき）祭　棹（さお）の歌　後継者育成事業
38 兵庫県 香美町 みかた残酷マラソン全国大会
39 奈良県 宇陀市 和太鼓奏コンサート事業
40 和歌山県 紀の川市 青洲の里活性化事業
41 和歌山県 有田川町 「蘇れ！ほっと空間」ええとこ育むプロジェクト
42 鳥取県 鳥取市 新たな地域特産品と地域観光資源の活用で活力を取戻す事業
43 島根県 出雲市 新出雲風力発電所完成記念ウォーキング大会
44 岡山県 倉敷市 船穂・真備地産地消まつり
45 広島県 江田島市 遊休農地を活用した地域活性化事業
46 山口県 山口市 たのSEA秋穂づくり事業
47 徳島県 美波町 由岐湾内地区持続活性化プロジェクト
48 香川県 高松市 田舎の古い民具を後世に伝える事業
49 愛媛県 今治市 水軍レース大会
50 愛媛県 上島町 柑橘新品種「たまみ」のブランド化促進事業
51 愛媛県 愛南町 愛南大漁まつり2009事業
52 高知県 四万十町 打井川地域活性化調査
53 大分県 由布市 川西地区地域資源活用地域活性化事業
54 宮崎県 延岡市 “いっしょに、やっちみろかい！”北川町地域伝統文化再発見・再興事業
55 宮崎県 日向市 日向市農業トラスト事業
56 鹿児島県 霧島市 天孫降臨霧島祭
57 沖縄県 南城市 新興住宅地における地域人材の育成事業
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平成22年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 北海道 遠軽町 第28回まるせっぷ観光まつり
2 北海道 せたな町 2010せたな漁火まつり開催事業
3 岩手県 盛岡市 日本一の花の里オオヤマザクラまつり
4 秋田県 北秋田市 地域資源を活用した駅周辺にぎわい創造事業
5 茨城県 桜川市 軽トラ市場『さくらがわーるど』
6 茨城県 坂東市 猿島地域体育祭
7 千葉県 香取市 ふるさと交流空間（栗源農村ギャラリー拠点）づくり事業
8 新潟県 上越市 第24回大潟かっぱ祭り
9 新潟県 佐渡市 小木・深浦集落を起点とした「津々浦々」活性化実験事業
10 石川県 白山市 加賀白山獅子の里・全国まちの駅ご当地グルメ大会
11 福井県 おおい町 おおいグリーンツーリズム推進事業
12 山梨県 南アルプス市 甲州凧上げまつり
13 滋賀県 米原市 米原市地域創造支援事業
14 京都府 京丹波町 鉄道開通100周年記念わちふるさと祭り
15 兵庫県 西脇市 黒田庄地域資源の魅力創出事業
16 兵庫県 たつの市 河内神社獅子舞伝承事業
17 兵庫県 淡路市 三大神話神楽祭
18 兵庫県 新温泉町 湯村温泉及び周辺地域観光活性化研究事業
19 兵庫県 香美町 村岡ダブルフルウルトラランニング大会
20 兵庫県 神河町 神河町田舎暮らし推進事業
21 奈良県 奈良市 都祁高原マラソン大会
22 奈良県 宇陀市 地域住民交流事業
23 和歌山県 海南市 海南まるごと体験ツアー
24 島根県 松江市 第４回八雲国際演劇祭
25 岡山県 津山市 にほんの里交流促進事業
26 徳島県 那賀町 「かきまぜ」による木頭ゆず酢全国キャンペーン事業
27 徳島県 つるぎ町 つるぎ町於安パーク桜フェスティバル事業
28 香川県 高松市 長野県飯綱町（旧牟礼村）ふれあい交流体験活動
29 愛媛県 愛南町 ふるさと一本松祭
30 高知県 いの町 越裏門・寺川地域元気づくり事業
31 佐賀県 佐賀市 みつせ高原キャンペーン
32 大分県 臼杵市 西神野地区における地域文化伝承を通じた交流事業
33 大分県 由布市 歴史遺跡を活かした下市ふれあいプロジェクト
34 鹿児島県 錦江町 やまんなか音楽会in花瀬
35 沖縄県 南城市 世代間交流による地域の人材育成と活性化事業
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㉒ 合併市町村地域資源活用事業助成実績　

平成23年度
No. 都道府県 団体名 事業名等
1 北海道 伊達市 スポーツツーリズム・おおたき合宿むら構想
2 北海道 安平町 ふるさと　求めて　みんな集まれ！　ワイワイ祭り
3 青森県 藤崎町 コミュニティ農業による地域活性化の基盤育成事業
4 秋田県 北秋田市 地域住民交流のための市民運動会イベント事業
5 山形県 鶴岡市 「庄内伝統芸能祭」開催事業
6 茨城県 常陸太田市 「旬産旬消を地域ブランドに」　地域おこし協力隊と取り組むコミュニティの再構事業
7 栃木県 佐野市 くずう原人まつり支援事業
8 新潟県 長岡市 郷土の名力士顕彰事業
9 新潟県 阿賀町 コスモ夢舞台の「魅力ある田舎づくり」
10 富山県 南砺市 ダムに沈んだ村・刀利から、未来メッセージプロジェクト
11 福井県 越前市 歴史と文化を活かし人と顔が見える地域づくり
12 山梨県 甲州市 「巫女の舞」保存伝承事業
13 岐阜県 関市 ～元気な上之保　2011～上之保地区スポーツと祭り文化の祭典
14 静岡県 藤枝市 藤枝フレッシュミュージックフェスティバル�in�玉露の里
15 静岡県 湖西市 特別史跡新居関所を中心とした地域・商業の活性化の仕組みづくり
16 三重県 志摩市 漁業集落型密集市街地における住み続けられるまちづくり事業
17 滋賀県 湖南市 きらめきサマーフェスタ�in�石部南学区～いきがい・ふれあい・たすけあい～
18 京都府 福知山市 地域特産品の直販施設を中心とした地域活性化事業
19 奈良県 宇陀市 夢×華　歴史的町並みを媒介とした宇陀の魅力発信プロジェクト
20 鳥取県 鳥取市 地域の伝統芸能等の継承・発展を通じた地域活性化事業
21 広島県 世羅町 せら黒川明神山クロスカントリー大会
22 福岡県 築上町 大楠コンサート2011
23 大分県 中津市 山国川源流活性化事業
24 鹿児島県 姶良市 「板橋一歩」作品活用事業
25 鹿児島県 屋久島町 安房地区伝統の継承（結いのこころで）によるまちづくり事業
26 沖縄県 南城市 ハーリー（爬竜船競争）行事を活かした地域活性化
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㉓ 再チャレンジ・コミュニティカレッジ支援事業助成実績　

No. 都道府県名 市町村名 事　　　業　　　名

1 北海道 池田町 元気の出るまちづくりプロジェクト～製炭技術伝承事業～

2 岩手県 盛岡市 再チャレンジ・地場の物づくり体得カレッジ

3 福島県 金山町 金山町ヒメマス漁後継者育成事業

4 富山県 朝日町 地域産業越中和紙（蛭谷紙）支援事業

5 山梨県 身延町 西嶋和紙技能継承者育成事業

6 岐阜県 多治見市 伝統の継承と創造事業

7 滋賀県 愛荘町 伝統工芸「愛知川びん細工手まり」技術者養成事業

8 島根県 美郷町 有機農業就職支援事業

9 岡山県 新見市 備中漆復興事業

10 山口県 萩市 再チャレンジ・コミュニティーカレッジ　萩・維新塾

11 徳島県 佐那河内村 遊休農地NO学校

12 福岡県 大川市 インテリア人材育成事業（大川インテリア塾）

13 佐賀県 唐津市 唐津市高度情報通信産業人材育成事業

14 沖縄県 伊是名村 沖縄古民家再生職人養成カレッジ

➡ 本編 P33
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㉔ 移住・交流情報ガーデン　イベント開催実績　
平成27年度

都道府県 団体名 イベントの名称 年月日

高知県 高知県 高知家の移住会議 3/28

長野県 長野市・須坂市・千曲市 まるごとながの！@移住・交流情報ガーデン 4/10～12

北海道 厚真町 北海道で暮らそう！あつま町移住相談会in東京 4/18～19

島根県 （公財）ふるさと島根定住財団 地元に帰る帰らない会議 4/25

島根県
益田市・安来市・奥出雲町・川本町・
美郷町・西ノ島町・しまね農業振興
公社・（公財）ふるさと島根定住財団

協力隊マッチングフェア 4/26

徳島県 那賀町 地域おこし協力隊募集説明会 5/12

福岡県 北九州市 北九州スタートアップラウンジTOKYO 5/14

奈良県 奈良県・曽爾村・東吉野村 地方移住者×都会在住者クロストーク 5/16～17

北海道 恵庭市 恵庭市移住相談会in東京 5/23

鳥取県 鳥取県 TURNSカフェとっとり 5/24

熊本県 熊本県・宇城市・五木村・山都町・
天草市 くまもと移住フェア 5/31

島根県 （公財）ふるさと島根定住財団 隠岐・島ガールの暮らし方♪ 6/6

島根県
（公財）ふるさと島根定住財団・島根県
農業経営課・島根県農業経営課(相談
会)・安来市・邑南町

しまねアグリセミナー 6/13

島根県 吉賀町 吉賀町地域おこし協力隊募集相談会 6/13

兵庫県 三木市 三木移住フェア 6/16

宮城県 七ヶ宿町 七ヶ宿町地域おこし協力隊募集説明会 6/16

岩手県 田野畑村 田野畑村ヒアリング 6/20

山梨県 甲斐市 甲斐市移住相談会in東京 6/19～21

福岡県 うきは市 うきは市地域おこし協力隊面接 6/26

福島県
二本松市・二本松市振興公社・喜多
方市・三島町・只見町・金山町・南
会津町・昭和村

歳時記の郷�奥会津移住交流相談会 6/26～27

島根県 川本町 島根中央高校学校説明会 6/28

農林水産省 農林水産省 地域おこし協力隊募集説明会 7/3

全国森林組
合連合会 全国森林組合連合会 森林の仕事（ミニ）ガイダンス 7/4

京都府 京都府

美味しい海と、生きる田舎しごと体感ツアー 7/4富山県 富山県

石川県 石川県

沖縄県 うるま市 地域おこし協力隊説明会 7/5

山梨県 北杜市 山梨県北杜市移住相談会 7/7

岡山県 岡山県・岡山市・笠岡市・高梁市・
美作市・赤磐市・真庭市 地域おこし協力隊合同募集説明会 7/11

島根県
島根県・（公財）ふるさと島根定住財団・
浜田市・飯南町・安来市・江津市・
川本町・山陰やさい家族

しまねアグリセミナー 7/12

石川県 石川県・穴水町 いしかわ暮らし就職・移住相談会 7/15～17

秋田県 藤里町 ふじさと想い　しゃべる会 7/17

石川県 石川県・金沢市・珠洲市・かほく市・
七尾市 いしかわ×ながの共同移住イベント 7/18～19

長野県 長野県・長野市・飯山市・上田市

➡ 本編 P36
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都道府県 団体名 イベントの名称 年月日

高知県 四万十町 四万十町地域おこし協力隊募集説明会 7/22

農林水産省 農林水産省 TURNS就農カフェ 7/25

香川県 香川県・丸亀市・観音寺市・小豆島 かがわ暮らしセミナーin東京 7/26

農林水産省 農林水産省 地域おこし協力隊募集説明会 7/29

福島県 伊達市 地域おこし協力隊募集説明会 7/30

兵庫県 加西市 マチホメ・コミュニティ＠TOKYO 7/30

福島県 福島県 絆セミナー 8/7

高知県 東部地域博覧会推進協議会・芸西村・
田野町 高知家まるごと東部博&移住フェア 8/8

北海道 様似町 新規就農&地域おこし協力隊募集相談会 8/8～9

香川県 香川県 香川県企業見学会　事前セミナー　キャリアの学校 8/11

鳥取県 智頭町 森のようちえん説明会 8/18

兵庫県 加西市 マチホメ・コミュニティ＠TOKYO 8/19

北海道 帯広市 ジョブ・ジョブとかちin東京 8/21～22

山形県 長井市 長井市移住相談会 8/21～23、25～27

兵庫県 三木市 三木移住フェア 8/28

福井県 福井県 ふくい"幸せ移住"セミナー 8/29

島根県 島根県 しまねアグリセミナー 9/5

鳥取県 鳥取県 とっとり暮らしフェスタ 9/6

岡山県 笠岡市・井原市・浅口市・里庄町・
矢掛町 晴れの国　岡山　南西部　井笠圏域移住相談会 9/12

福島県 福島県 パラレルキャリアのすすめ 9/12

愛媛県 宇和島市 うわじま移住・就業フェア 9/13

全国森林組
合連合会 全国森林組合連合会 森林の仕事（ミニ）ガイダンス 9/19

愛媛県 内子町 うちこんかい内子町移住・就農懇談会 9/20～21

山梨県 甲斐市・韮崎市 甲斐市・韮崎市移住定住相談会 9/26～27
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年　表
年代 社会の出来事 センターの出来事

平成17年
2005年 3

4
4

8

9
10
11

2005年日本国際博覧会（愛知万博、愛・地球博）が開催される（~9月）

JR福知山線脱線事故
地域再生法公布

首都圏新都市鉄道（つくばエクスプレス）開業

第44回衆議院議員選挙
郵政民営化法公布
「歌舞伎」が無形文化遺産に登録

2
3

4

5
8

10

平成16年度全国地域リーダー養成塾修了式開催
第9回ふるさとイベント大賞表彰式
（平成16年度地域再生実践フォーラム併催）
地域再生実践フォーラム開催（東京）

平成17年度全国地域リーダー養成塾開講式開催
地域再生実践塾始まる
（平成17年度地域再生実践塾は11月まで5ヶ所で開催）

地域活性化フォーラム開催（広島県広島市）

平成18年
2006年

1
2

6
6

9
10

ライブドア・ショック
冬季オリンピックトリノ大会開催

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律公布
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律公布

安倍晋三内閣（自由民主党）が誕生する
携帯電話番号ポータビリティが導入される

2
2
3

5

7
8

情報誌「地域づくり」200号
平成17年度全国地域リーダー養成塾修了式開催
第10回ふるさとイベント大賞表彰式
（平成17年度地域再生実践フォーラム併催）
平成18年度全国地域リーダー養成塾開講式開催

地域活性化フォーラム開催（宮城県仙台市）
平成18年度地域再生実践塾開催（11月まで5ヶ所）

平成19年
2007年 3

3

7
7

9

2007~

NTTドコモのポケベルサービスが終了する
能登半島地震（マグニチュード6.9）

新潟県中越沖地震（マグニチュード6.8）
第21回参議院議員選挙

福田康夫内閣（自由民主党）が誕生する

世界金融危機（世界同時不況）始まる

2
3

5

8
8
8

10

平成18年度全国地域リーダー養成塾修了式開催
第11回ふるさとイベント大賞表彰式
（平成18年度地域再生実践フォーラム併催）
平成19年度全国地域リーダー養成塾開講式

東京在住職員研修交流事業（通称「プロばな」）始まる
地域活性化フォーラム開催（静岡県静岡市）
平成19年度地域再生実践塾開催（11月まで5ヶ所）

JOIN（移住･交流推進機構）設立

平成20年
2008年

1

6
7
8
9

9
10
10
10

NTTドコモのPHSサービスが終了する

秋葉原通り魔事件
日本でiPhoneが発売される（スマートフォンの普及開始）
夏季オリンピック北京大会開催
アメリカ大手銀行リーマンブラザース経営破綻
（リーマンショック）
麻生太郎内閣（自由民主党）が誕生する
ノーベル物理学賞を小林誠氏、益川敏英氏が受賞
ノーベル物理学賞を南部陽一郎氏が受賞
ノーベル化学賞を下村脩氏が受賞

2
3

5
6

10
10

平成19年度全国地域リーダー養成塾修了式開催
第12回ふるさとイベント大賞表彰式
（平成19年度地域再生実践フォーラム併催）
平成20年度全国地域リーダー養成塾開講式開催
平成20年度地域再生実践塾開催（11月まで5ヶ所）

地域に飛び出す公務員ネットワーク開設
地域活性化フォーラム開催（宮崎県宮崎市）

平成21年
2009年

1

4
5

8
8
9
9

バラク・オバマがアメリカ大統領となる
エコカー減税始まる
裁判員制度始まる
駿河湾地震（マグニチュード6.5）
第45回衆議院議員選挙
鳩山由紀夫内閣（民主党）が誕生する
行政刷新会議が設置される（事業仕分け）（~2012年）

2
3

4
5
7

10

平成20年度全国地域リーダー養成塾修了式開催
第13回ふるさとイベント大賞表彰式
（平成20年度地域再生実践フォーラム併催）
「地域おこし協力隊」制度始まる
平成21年度全国地域リーダー養成塾開講式開催
平成21年度地域再生実践塾開催（11月まで5ヶ所）

地域活性化フォーラム開催（滋賀県長浜市）

平成22年
2010年

2
3

6

冬季オリンピックバンクーバー大会開催
宮崎県で口蹄疫（家畜の伝染病）が流行する（~7月）

菅直人内閣（民主党）が誕生する

2
3

5

平成21年度全国地域リーダー養成塾修了式開催
第14回ふるさとイベント大賞表彰式
（平成21年度地域再生実践フォーラム併催）
平成22年度全国地域リーダー養成塾開講式開催
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年代 社会の出来事 センターの出来事

平成22年
2010年

6

7
10
12

小惑星探査機「はやぶさ」が帰還する
（世界初のサンプルリターン）
第22回参議院議員選挙
ノーベル化学賞を鈴木章氏、根岸英一氏が受賞
東北新幹線の開業区間が新青森駅まで延伸

7
10

平成22年度地域再生実践塾開催（11月まで5ヶ所）
地域活性化フォーラム開催（愛知県名古屋市）

平成23年
2011年 3

3

6
6
7

9
10
12

東日本大震災
M9.0。死者約15000名。経済被害約23兆円。
九州新幹線新鹿児島ルート全線開業

東日本大震災復興基本法公布
サッカー女子W杯なでしこジャパン優勝　
テレビ放送が地上デジタルテレビ放送へ全面移行
（被災地を除く）
野田佳彦内閣（民主党）が誕生する
円相場が1ドル75円となる（戦後最高値）
復興庁設置法公布

2
3

4
5
6

10

平成22年度全国地域リーダー養成塾修了式開催
第15回ふるさとイベント大賞表彰式
（平成22年度地域再生実践フォーラム併催）

「ふるさと情報コーナー」開設（日本橋プラザビル1F）
平成23年度全国地域リーダー養成塾開講式開催
平成23年度地域再生実践塾開催（11月まで5ヶ所）

地域活性化フォーラム開催（岩手県石巻市）

平成24年
2012年

5

7
8
10

12
12

東京スカイツリーが開業する

夏季オリンピックロンドン大会開催
子ども・子育て関連3法公布
ノーベル生理学・医学賞を山中伸弥氏が受賞

第46回衆議院議員選挙
第2次安倍晋三内閣（自由民主党）が誕生する

2
3
3

5

7

11

平成23年度全国地域リーダー養成塾修了式開催
「ふるさと情報プラザ」（有楽町）閉鎖
第16回ふるさとイベント大賞表彰式
（平成23年度地域再生実践フォーラム併催）
平成24年度全国地域リーダー養成塾開講式開催

平成24年度地域再生実践塾開催（11月まで5ヶ所）

地域活性化フォーラム開催（千葉県千葉市）

平成25年
2013年 3

5

6
7
9

12
12

TPP交渉参加を正式表明

行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に
関する法律（マイナンバー法）公布
「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」が世界文化遺産に登録される
第23回参議院議員選挙
2020年オリンピックの開催地が東京に決定する

「和食-日本人の伝統的な食文化」が無形文化遺産に登録される
特定秘密の保護に関する法律公布

2
3

4
5

6

11
11

平成24年度全国地域リーダー養成塾修了式開催
第17回ふるさとイベント大賞表彰式
（平成24年度地域再生実践フォーラム併催）
一般財団法人へ移行
平成25年度全国地域リーダー養成塾開講式開催

平成25年度地域再生実践塾開催（11月まで5ヶ所）

第1回ふるさとパンフレット大賞決定
地域活性化フォーラム開催（三重県津市）

平成26年
2014年

1
2
3

4

9
10

12
12
12

NISA（少額投資非課税制度）が始まる
冬季オリンピックソチ大会開催
あべのハルカス（大阪市）が開業する

消費税が8%となる

御嶽山噴火
ノーベル物理学賞に赤崎勇氏、天野浩氏、中村修二氏が受賞

第47回衆議院議員選挙
第3次安倍内閣（自由民主党）が誕生する
まち・ひと・しごと創生法公布

2
3

4
4
5
6
6
7
8

10
11

平成25年度全国地域リーダー養成塾修了式開催
第18回ふるさとイベント大賞表彰式
（平成25年度地域再生実践フォーラム併催）
人材養成塾始まる
JOINが一般社団法人へ移行
平成26年度全国地域リーダー養成塾開講式開催
地方成功人材のマッチングによる土日集中セミナー始まる
情報誌「地域づくり」300号
平成26年度地域再生実践塾開催（11月まで5ヶ所）
ホームページリニューアル

地域活性化フォーラム開催（兵庫県淡路市）
第2回ふるさとパンフレット大賞決定

平成27年
2015年

1
3

4
5
5
5
5
6

イスラム国による日本人人質事件
北陸新幹線の開業区間が金沢駅まで延伸

日経平均株価が一時、20000円越え（ITバブル以来）
箱根山に火口周辺警報（噴火警戒レベル2、火口周辺規制）
大阪市特別区設置住民投票、賛成49.62%�反対50.38%で否決
口永良部島噴火（噴火警戒レベル5、避難）
箱根山に火口周辺警報（噴火警戒レベル3、入山規制）
地方創生関連3法案公布

１
3

5

6
7
9

平成26年度全国地域リーダー養成塾修了式開催
第19回ふるさとイベント大賞表彰式
（平成26年度地方創生フォーラム併催）

平成27年度全国地域リーダー養成塾開講式開催

平成27年度地方創生実践塾開催（12月まで10ヶ所）
地方創生フォーラム開催（福島県会津若松市）
地域活性化センター30周年記念式典（会員懇談会）開催
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