
令和２年度地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業　採択一覧（申請書より）

都道府
県

市(区)
町村名

事業名 実施主体名 事業の種別 事業の趣旨又は目的 事業概要

秋田県 由利本荘市 地域を支える人材育成事業 由利本荘市
ア　人材育成伴走

型支援事業

地域内に将来への希望を持って活動する「希望活動実践
者」と、住民の思いや力をつないで新たな価値を創造す
る「横結人材」を増やすことで、挑戦することに寛容な土
壌をつくり、自らが考え共に集い行動に移すことのできる
人財があふれる好循環を生み出すことを目的とする。

①学びつながり合う場の創出

②市民と共に歩む職員の育成

③市民と行政が共に歩むための挑戦の場の創出

静岡県 三島市 三島の未来を担う人づくり事業 三島市
ア　人材育成伴走

型支援事業

行政と民間企業の核となる人材を育成し、その人材が集
うことによる様々なイノベーションを地域の発展の起爆剤
とする。また、地域内外のヒト・モノ・コトをつなぎ、新たな
価値を創造する触媒機能を果たせる人材を育成し、総合
計画の策定とあわせることで将来のビジョン形成の一角
を担っていく。

○人材の発掘と養成、地域課題の共有、まちづくり提案
　公募を行う中で、地域のリーダーとなりうる人材を発掘し、６
回の育成講座を開催。加え東京に近い立地を生かしトップレ
ベルの研修等にも参加。交流を図り官民の境界なく三島を
リードするための組織化を目指し、街づくりに関する提案まで
を行う。

○事業の実践と人材育成の拡大、まちづくりへのコミット
　１年目の提案をさらにブラッシュアップし、取り組みを開始。
加えて新たな人材育成を図るため、基幹研修を開催。また、
更なる研鑽の場として1年目の受講生対象の研修会等を続け
るとともに、三島市総合計画の基本構想づくりを官民のグルー
プとして主体的に関わることで今後のまちづくりを進めていく。

○協働・共創のまちづくへ、好循環の基盤づくり
　２年目同様に提案をブラッシュアップかつ事業化を進めると
ともに、研修の運営側に回わりまちづくり関係者を増やし、さら
に拡大していく。

静岡県 牧之原市
まきのはら地域づくり人財育成事
業

牧之原市
ア　人材育成伴走

型支援事業

○人口減少や高齢化が著しく進む中、地域の活性化につ
ながる地域づくり事業を市民との協働により立案・実施を
する
○縦割りではない風通しのいい行政組織づくりの推進な
ど、自立・自律した人財の育成を図る。

○専門講師による研修会や地域づくりセミナーの開催

○各種人財育成研修への参加

○地域づくり先進地への視察研修

○対話による協働のまちづくりワークショップの開催、政策提
言

○提言内容の具体的な実践

滋賀県 東近江市
東近江市地方創生人材育成推進
事業

東近江市
ア　人材育成伴走

型支援事業

　人口減少、少子高齢化が進行するなか、持続可能なま
ちづくりを行うためには、人口の維持・増加を目指す取組
に加え、まちづくり人口の密度を高める（まちに主体的に
関わる住民やまちのことを我が事と考える住民を増やす）
取組が必要である。
　住民がまちに誇りを持ち、主体的に関わりを持てる仕組
みの構築を目指し、「これからの人材育成の方向性及び
施策をまとめた計画の策定」と「具体的な人材育成に関
する事業」を実施する。

○地域づくり人材育成アクションプランの策定を行い、プラン
策定後は、人材育成に関するフォーラムを開催し、広く市民と
人材育成の意義等を共有する。

○今後まちの担い手となる若年層をメインターゲットとしたまち
に関わるきっかけとなるような事業を中心に、市民等を対象と
した各種の人材育成推進事業を実施する。

京都府 福知山市 福知山市地域づくり人材育成事業 福知山市
ア　人材育成伴走

型支援事業

市民とともに地域を向き合う職員、また、地域の自治を担
う人材、さらに未来を開く若い世代をセクションや官民の
枠を超えて育成する仕組みを構築し、協働によるまちづく
りを進めていくことを目的とする。

○地域課題に向き合い、主体的に解決していくための組織づ
くりや自治を担う人材育成のためのまちづくり講座の実施

○高校生や大学生など、次世代を担う若者が地域との関わり
の中から主体的に未来を拓く人材となるための機会の創出

○政策形成能力の向上やファシリテーション研修によるコミュ
ニケーション力の育成など、市民とともに課題に向き合い解決
できる職員の育成

島根県 飯南町
ヒト・モノ・コトをつなげる人づくり事
業

飯南町
ア　人材育成伴走

型支援事業

行政の職員研修と住民の地域づくり研修を融合させ、共
創の地域づくりをデザインするプラットフォームの形成を
目指す。地域内外のヒト・モノ・コトをつなぐ横串人材が求
められていることから、多様な地域課題を自らの思考と行
動で解決する人材を育成する。

受講対象者に制限を設けることなく、立場や年代が異なるモチ
ベーションの高い受講者を毎年新規で募り、4年間継続して開
講する。

○段階的な内容で全6回の連続講座を実施、併せて再履修用
の講座を実施

○講座修了後の活動共有等のため、修了者向けのフォロー
アップ研修を実施

山口県 平生町
地方創生人材育成伴走型支援事
業

平生町
ア　人材育成伴走

型支援事業

職員の協働関係を構築する能力を向上させることにより、
住民と行政による協働のまちづくりを推進することで、住
民満足度の高いまちづくりの実現を図る。

○職員研修
　 職場での研修
　 　・マネジメント研修
　 　・コミュニケーション研修
　 職場外での研修
　 　・課題解決研修

福岡県 筑前町 筑前町地方創生人材育成事業 筑前町
ア　人材育成伴走

型支援事業

筑前町が次世代に向けて更なる発展を遂げ、人口減少
や少子高齢化が急速に進む社会情勢においても高い持
続性を確保していくため、地方創生及び地域づくりの推進
に資する知識・技能を持った人材（町の職員・住民等）の
育成を目的とする。

○地域活性化センター等が主催するセミナーへの職員の参加
やまちづくり講演会を通して、地方創生や地域づくりに必要な
基礎力の底上げを図り、効果的な施策の企画立案が出来る
人材の育成を行う。また、町民と連携した取り組みの機会を増
やしていく。

○セミナー等で得た知識を活用し、モデルケースや先進地の
事例を基に筑前町に特化した仕組みに昇華させ、町の地方創
生及び地域づくりの推進施策の推進に寄与する。

熊本県 菊池市
菊池市魅力創造まちづくり人材育
成事業

菊池市
ア　人材育成伴走

型支援事業

職員相互の連携共働する風土を醸成するとともに、市民
との共創により新しい価値を生み出すことのできる能力を
備えた職員を育成することを目的とする。

〇人材育成アクションプラン作成

〇基幹研修の実施

〇地域活性化センター研修への参加

宮城県 気仙沼市 経済波及効果推計事業 気仙沼市
イ　地域経済循
環分析実施支

援事業

気仙沼市の地域経済循環率の向上に向け、東日本大震
災による市の産業構造の変化を客観的かつ定量的に把
握することにより、数値データに基づく産業政策の立案及
び推進に活かす

〇経済センサス等の統計データ分析とともに、市内事業者（約
3000社）へのアンケート調査・ヒアリング調査等を行い、市の
産業連関表を作成
〇作成した産業連関表を分析し、経済波及効果の高い産業、
今後強化すべき産業等の抽出や、地域経済循環率の向上に
支障となっている「漏れ穴」に関する分析
〇地域の産業団体や金融機関等と連携体制を構築し、調査・
分析後の施策の立案・展開を視野に入れる

新潟県 糸魚川市
森林資源から見た糸魚川版地域
経済循環分析

糸魚川商工会議
所

イ　地域経済循
環分析実施支

援事業

全国有数の森林資源を活かした地域企業の魅力づくりと
経営力の強化を図るため、地域経済循環分析を行い、地
域経済の持続的発展を目指すことを目的とする。

〇地域外に流出している民間消費の分析
〇森林関係産業の経済循環構造の把握
〇森林の利活用に向けた検討会の実施及び経済波及効果の
測定
〇森林を軸とした「糸魚川版経済循環マップ」の作成及び学
校・民間企業等への周知
〇民間コンサル企業による検討会での情報共有

石川県 宝達志水町
宝達志水町地域経済循環分析に
関する調査

宝達志水町
イ　地域経済循
環分析実施支

援事業

宝達志水町における地域経済循環の見える化を行うこと
により、令和2年度発足予定の宝達志水町観光ＤＭＯの
効率的かつ効果的な観光・商業施策の立案を図る。

〇地元大学及び関連民間企業・団体と連携を図り、宝達志水
町の「産業連関表」と「地域経済計算」を中心とした複合的な
分析により、「生産」、「分配」及び「支出」の三面から地域内の
資金の流れを俯瞰的に把握する
〇産業の実態（主力産業・生産波及効果）、地域外との関係
性（移輸入・移輸出）等を可視化し、観光分野での活用を図る

1 / 5 ページ



令和２年度地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業　採択一覧（申請書より）

都道府
県

市(区)
町村名

事業名 実施主体名 事業の種別 事業の趣旨又は目的 事業概要

鳥取県 琴浦町 地域経済循環分析調査 琴浦町
イ　地域経済循
環分析実施支

援事業

琴浦町産業の強みである食料品分野における地域内調
達率の向上及び住民の地域内消費を推進していくため、
地域経済循環調査を実施し、地域外へ流出しているもの
を特定することで、今後の政策形成へと繋げる。

○飲食業を中心とした事業体調査（消費・流通・生産）と町民
を対象として家計調査の実施

〇分析結果を元に、商工会等関係機関を含め今後の対応策
の検討

○庁内事業者及び町民への周知

○町民等を対象とした成果報告会の実施

大分県 津久見市
「活力ある津久見市の創造」に向
けた地域経済循環分析事業

津久見市
イ　地域経済循
環分析実施支

援事業

地域経済循環分析による津久見市内での生産や分配、
支出等の全体の経済状況を把握したうえで、併せて実施
する市場調査等による近隣地域を含めた農林水産物の
生産力や域内・域外の消費動向、施設の集客力更には
雇用の創出見込みや経済効果などを調査分析する。そ
の分析結果に基づいて、市が計画している集客交流拠点
整備計画のブラッシュアップを含む津久見市全体の経済
活性化戦略の検討に資するものとする。

【調査・分析】
〇地域経済循環分析による当市内での生産や分配、支出等
の全体の経済状況を把握
〇市場調査等
近隣地域を含めた農林水産物の生産力や域内・域外の消費
動向、計画されている集客交流施設の経済効果等調査
【検討】
〇関係機関との共有化、今後の政策の方向性の検討
〇集客交流拠点整備を含めた津久見市の経済活性化戦略の
検討
〇市民や関係団体に対して地域内での生産・消費を行うこと
による市内経済に与える効果や有効性の周知

熊本県 高森町
まちづくりプロジェクトに係る地域
経済等分析調査事業

高森町
イ　地域経済循
環分析実施支

援事業

人口減少が著しく「消滅可能性都市」に該当する高森町
は、熊本地震の発生以降入込観光客の減少から立ち
直っていない状況にある。加えて、地域経済を支える観
光産業や小売業を中心に人手不足が慢性化している。
一方、新たな試みとして、若者や外国人の交流人口の増
加に向けた取組みが近年開始された。前述の課題解決
に向けて、また、更にこうした交流人口から移住・定住に
繋げ、関連産業の進出・発展をも見越した取組みを進め
るにあたり、現在の地域経済情勢や地域ニーズ、今後の
動向や施策の経済波及効果等を調査・分析し、今後の政
策を検討する際のデータ整備や課題整理により、政策の
方向性を検討するものである。

〇熊本県版地域ＤＭＯが持つビッグデータを活用した調査、分
析を行い、地域情勢の変化や経済状況について、産業構造、
消費動向といった視点から調査・分析
〇その結果をもとに、移住者を受入れる為にはどのような産
業を強化・創出する必要があるのか等について検討
〇また、地域への移住者の受け入れが、地域経済にどのよう
な効果をもたらすのか等について検討会で議論し、意見交換
〇全国の地域経済循環分析にかかる成功事例の分析し、検
討会で今後に向けた必要なプロジェクト（案）を検討する

北海道 滝川市
たきかわ菜の花まつりを活かした

地域づくり事業

たきかわ菜の花
まつり実行委員
会

ウ　一般事業

農作物としての菜の花、地域ぐるみの魅力発信に焦点を
当て、「たきかわ菜の花まつり」の改革を行い、住民の郷
土愛醸成・若者の地元定着を目的とし、地域活性化を図
る。

○「たきかわ菜の花まつり」の開催
○グルメイベント会場において、菜の花を用いた限定メニュー
の提供。メリー手絞り搾油機による搾油体験。

北海道 芽室町
持続可能な集落構築に向けた異
世代交流と高齢者の元気づくり事

業
芽室町 ウ　一般事業

持続可能な集落構築に向けて、住民が健康で楽しく、安
心安全に暮らし続ける環境づくりを行うために「上美生ふ
れあい広場ひだまり」を拠点とした異世代交流を促進し、
高齢者の健康管理や健康づくりに繋げる取り組みを実施
する。

〇異世代交流事業として地元産食材を活用した加工教室等
の試行的な取り組みを実施。
〇高齢者の元気づくり事業として住民の元気集会(仮称)を定
期的に開催。
○次世代人材育成のため地域づくりアドバイザーを講師として
招聘。

岩手県 盛岡市
世代を繋ぐ地域の担い手掘り起し

事業
永井地区まちづく
りの会

ウ　一般事業

伝統文化の継承やマルシェ、地域食堂の開催といった企
画を通じて世代間の交流を促進するとともに、知っている
ようで知らない自分たちの地域を再発見することで人と地
域に愛着を持つ契機とし、持続可能なまちづくりの担い手
を育成することを目的とする。

○伝統文化や担い手の育成を目的とした「伝統さんさ踊り」の
保存継承活動
○地域の賑わい創出と地域住民の交流促進を目的とした駅
前マルシェ・地域食堂の開催
○道路の安全安心を啓発する手作り看板の設置
○若い世代の参加促進を目的とした地域情報を発信するSNS
等の活用
○プロジェクトの進捗管理と情報共有のための地域づくりネッ
トワークショップの開催

秋田県 男鹿市 おが未来創造プロジェクト事業
おが未来創造プ
ロジェクト実行委
員会

ウ　一般事業

地域住民が主体となって、自らが住む地域の将来を考
え、人口減少や少子高齢化といった地域の課題解決に取
り組むことにより、次世代にわたって暮らし続けることがで
きる地域づくりを推進する。

○男鹿市船川地区における人口減少対策
　①専門家や先進地域を招聘したセミナーの開催
　②セミナーに参加していない住民への共有

○アンケート調査による住民意識の把握・地域づくりに対する
意識の醸成
　①船川地区住民へのアンケート調査
　②アンケート調査の活用
　③アンケート調査結果の共有

山形県 酒田市
とびしま海藻プロジェクト～飛島版

タラソテラピーをつくる～
とびしま渚泊協
議会

ウ　一般事業

ヨーロッパ発祥のタラソテラピー（海洋療法）を飛島に取り
入れ、島の海に自生する多品種の海藻を活用し、独自の
体験商品を開発する。これまでにない新しい地域資源の
活用により、党内外の新しい人との繋がり、交流を生み出
し、地域の活性化を促す。

○４つのプログラムによる飛島版タラソテラピーの実施
○海藻入浴剤等の体験ツールの開発と飛島の海藻活用の歴
史による商品のストーリー化
○タラソテラピーを島外に発信する人材育成（インストラクター
等）
○タラソテラピープログラム体験による商品のモニター調査

福島県 会津若松市
地域活性化人材の伴走支援者養

成事業

特定非営利活動
法人福島県ベン
チャー・SOHO・テ
レワーカー共同
機構

ウ　一般事業

地域の「潜在的起業家」が、創業支援施策を利用できる
ようになるまで伴走支援する人材の養成研修を行うこと
で、多様な視点で考えられた新事業を輩出するための体
制を構築する。

○スタートアップアテンダント養成研修（仮称）の実施
・受講対象者のターゲットは女性起業家とする
・座学、主要支援機関への訪問・意見交換等を行う

埼玉県 熊谷市
稼いで廻す、熊谷菜の花再耕事

業
熊谷ナナイロプロ
ジェクト

ウ　一般事業

【趣旨】
増加する耕作放棄地の解消や拡大防止のために、地域
の菜種生産者や製油工場と協働で6次産業化を目指す。

【目的】
「菜の花」が持つ歴史的・観光的・資源的価値を再認識す
る。
地域の活性化や持続可能な経済循環を作り出す。

〇「菜の花」の歴史を再認識する調査研究と先進地研究
〇熊谷産菜種油の付加価値を高める販売方式、商品開発、
商品の販売促進活動
〇製油工場の見学ルートの整備・改善〇菜種栽培の拡大・増
収に向けた栽培技術の改良、播種機（要:改造）、収穫機の共
用体制の構築
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都道府
県

市(区)
町村名

事業名 実施主体名 事業の種別 事業の趣旨又は目的 事業概要

新潟県 長岡市
山本コミュニティ地域資源活用プ

ロジェクト
山本コミュニティ
推進協議会

ウ　一般事業

人口減少による少子高齢化を自分事と捉え、地域住民が
自ら地域内の課題や未来を話し合い考える場をつくる。ま
た、話し合った課題の中から、未来につながる今できるこ
とを模索し、社会実験を実施。継続的な活動にするため、
小さく稼いでいきながら無理なく持続可能な地域活動を目
指していく。

○地域の人口減少、空き家問題、過疎化など地域の課題を定
期的な会議やワークショップを実施し、外部講師からの先進事
例やアドバイスなどを受けながら抽出し改善を図る。

〇活動に必要な資金調達方法として「長岡花火×地域キャン
プ」を企画・実施する。

福井県 福井市
足羽山１１１周年記念　足羽山こ

どもとあそぶ大博覧会

一般社団法人
足羽山こどもとあ
そぶLab

ウ　一般事業
【（一社）足羽山こどもとあそぶLab】と足羽山を子供が笑
顔で遊べる場所にするため、国内外の観光客を誘致し、
地域経済の活性化を目指す

①体験コンテンツの造成
②足羽山こどもとあそぶ大博覧会（仮称）の開催
③足羽山みんなとつなぐセッション（仮称）の開催

福井県 南越前町 まちみらい創造事業 南越前町 ウ　一般事業
若い世代の女性が住み続けたいまちと感じられるよう、活
躍できる地域のあり方を検討することで、持続可能で魅
力ある地域づくりにつなげる。

①ワーキンググループの設置
②まちみらいトークαの実施
③女性が暮らしやすく、活躍できる地域のあり方への提言

静岡県 南伊豆町
上賀茂　食でつながる移住・交流

拠点づくり事業

ﾐﾅﾐｲｽﾞ人と経済
活性化推進協議
会

ウ　一般事業
お試し移住利用者が地域資源（食材）の活用を体験する
ことで、食を介した交流場を創出し、お試し移住利用者と
地域住民との交流機会を促す。

○地域食材を活かした講習会・交流会の開催
○地域の職人によるワークショップ形式での空き家改修
○交流拠点施設の整備

三重県 南伊勢町
平家の子孫が伝える竈方集落の

塩づくり
竈方塩づくり振興
協議会

ウ　一般事業
400年以上前に途絶えた塩づくりを復活させ、製造販売す
ることにより、地域における雇用および地域の誇り・活力
を創出することを目的とする。

〇塩づくりための製造施設の整備
〇大学との連携等による製品の付加価値化検討、販路開拓
の実施
〇NPO法人化による継続的な製造・販売の体制づくり

滋賀県 草津市

ＦＯＯＤ　ＣＯＮＮＥＣＴ　“ＹＡＭＡＤ
Ａ”

～産・学・公・民連携の「食」を通じ
た持続可能なまちづくり～

草津市 ウ　一般事業

地域の産業である農業を活かし全世代に共通のテーマで
ある「食」をきっかけとして、20年後の人口減少・少子高齢
化社会においても生活の利便性や地域コミュニティの維
持を図り、持続可能なまちづくりを進めていくことを目的と
する。

〇山田学区の地域住民によるまちづくりに関するワークショッ
プや、持続可能な地域運営に関する実験イベントなどの開催
〇持続可能な地域運営の仕組みづくりなどを、地域住民が自
ら検討。
〇検討結果を山田学区のまちづくりに反映。

京都府 木津川市
地域の伝統産業ブランディングプ

ロジェクト～京織襖紙～
京織ふすま紙プ
ロジェクト

ウ　一般事業

木津川市の伝統産業「京織襖紙」のブランディングを進
め、日本の文化・木津川市の伝統産業を守るだけでなく、
襖地産業を軸とした地域の活性化を図ることを目的とす
る。

○協同組合設立等のプラットフォーム作り
○京織襖紙の調査・マーケティング等による買いたくなる商品
開発
○京織襖紙に触れてみたくなる企画、イベント企画運営
○SNSを多用することで、関係人口からの情報発信等、京織
襖紙が広まっていく連携及びコラボ事業
○襖地産業の環境が変わるブランディング、人材育成

京都府 京丹波町
地域農産物コンパクト型流通シス

テム構築事業
京丹波町観光協
会

ウ　一般事業

過疎化や都市部への人材流出等に起因して基幹産業で
ある農林業の担い手の減少、農地の荒廃や空き家の増
加、地域コミュニティ機能の減退などが深刻な課題となっ
ている。こうした地域課題を解決し、持続可能な地域づく
りを図るためには農林業の活性化と、そのことによる移住
定住による新たな担い手の確保及び地域に定着する人
材の育成が急務であることから、地域農産物の新たな流
通システムの構築及び販路開拓等による基幹産業の活
性化を目指す。

○移住して間もない新規就農者や若手農家等を主なターゲッ
トとして、農産物の集荷（買い取り）・袋詰め・都市部販売店へ
の納品（卸売り）を京丹波町観光協会に発足した地域商社事
業部が担い、農家の負担軽減と利益向上を図る農産物流シス
テムを確立する。
○コンパクトな流通システムを構築し、農家のコスト英源及び
安定収入確保、利益が生まれやすい仕組み作りを行う。

兵庫県 養父市

乗ってうれしい！乗せてもうれし
い！みんなのマイカー運送！～高
校生と一緒に自家用有償観光旅
客等運送事業を活用したツアーづ

くり～

特定非営利活動
法人養父市マイ
カー運送ネット
ワーク

ウ　一般事業

地域住民の支え合いによる観光客のための移動手段とし
て運行を開始した運送事業「やぶくる」を生かし、市の歴
史、文化、伝統や暮らしを体験することができるツアーを
企画・実施することによって、養父市ファンを増やし、持続
的な運送事業にするために本事業に取り組む。

○NPO法人の事務局が中心となり、高校生（部活動）、ＡＬＴ
（外国語指導助手）と一緒にワークショップを開催し、外国人を
含む観光客向けツアー商品を開発
○高校生が実際に地域を体感し、観光マップの作成（英語版
も作成）。
○ＳＮＳを活用したツアーの周知（外国人向けに養父市の魅力
を発信する地域おこし協力隊員の協力あり。）

兵庫県 朝来市
「オオサンショウウオの棲むまち

朝来」スタートアップ事業
朝来市 ウ　一般事業

「オオサンショウウオの棲むまち 朝来」として、生野地域
を出発点に据えて「日本を代表する鉱山町における人と
自然の共生モデル」などをテーマとした自然や地域との
共生社会づくりプロジェクトを本格的にスタートさせるとと
もに、全国に向けて美しい自然などの魅力を発信する。

○地域の自治会や自治協議会等による自然観察会の開催や
河川等の清掃活動を支援
○オオサンショウウオをモチーフとした木製モニュメントやPR
パンフレット、解説パネル等を作成
○地域住民向けに公開講座や観察会などを開催
○後継者の育成のため、国際シンポジウムなどにおいて、地
域の小中高校などによる研究発表を行い、以降NPO法人と連
携しながらオオサンショウウオや自然の生態系などの環境教
育や環境学習を継続
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都道府
県

市(区)
町村名

事業名 実施主体名 事業の種別 事業の趣旨又は目的 事業概要

奈良県 大淀町
”学びの場”創造による積層世代

型まちづくり事業
大淀町 ウ　一般事業

若年層と高齢層の世代間にある価値観の相違に対して、
その相違を翻訳できるような世代が積層しているチーム
を地域内に構成することにより、地域の資源や世代毎の
価値観を構造化し、地域の魅力を維持・継承する仕組み
を構築することを目的とする。

〇地域資源の構造化ワークショップの開催
〇積層世代構成のチーム作りと組織化
〇拠点づくり
〇学びの場づくり公開

和歌山県 有田川町
過疎地域住民と大学生連携によ

る限界集落地域活性化事業
(一社)レポン ウ　一般事業

空き家を改修して交流スペースを作り、地域住民と地方
創生を学ぶ大学生が連携し、限界集落地域の活性化を
目的とする。

〇空き家を改修し、交流スペースを開設
〇まちづくりワークショップの開催
〇地元の特産品の企画・製造・販売

島根県 雲南市
グリーンスローモビリティ（ＧＳＭ）

実証事業
雲南市 ウ　一般事業

本事業は、島根県雲南市、ヤマハ発動機、竹中工務店、
NPO法人ETIC.が、雲南市内の地域課題解決と市民の暮
らしの豊かさの創造に資するための「連携協定（平成31
年4月11日に締結）」に基づき、ヤマハ発動機が提供する
グリーンスローモビリティ（以下。「ＧＳＭ」とする）車両を使
用し、雲南市大東地区の中心市街地にて運行すること
で、同地域のラストマイルの交通課題の把握と、ＧＳＭ車
両による課題解決への示唆を得ることが目的である。

〇概要
雲南市が運行する「だんだんタクシー」の利便性向上、ひいて
は、住民の外出頻度の向上を目指し、同タクシーの乗降ポイ
ント間を結ぶルートをＧＳＭで走行する。
〇運行地域
大東地区の中心市街地を走行。雲南市立病院、JR出雲大東
駅、スーパー、郵便局、等を結ぶルート。
〇想定利用者
「だんだんタクシー」を利用する方の活用はもとより、地域の高
齢者をはじめ移動困難となっている住民を想定。
〇運行形態
定時・定路線での運行。

岡山県 笠岡市 かさおか教育ＤＭＯ
かさおか教育Ｄ
ＭＯプラット
フォーム

ウ　一般事業

　
　小・中・高校生の地域への誇りと愛着を育み，これから
の社会を生き抜くための主体性を育てることを目的とし
て，地域の教育的価値を見出し、課題探究型の学習，協
働的学びなどをデザインする。
また，地域にとっても地域の資源や人に光を当て，外から
その魅力を知らせてもらう機会にもなり地域力や地域の
教育力の向上の好循環も創りだしていきたい。
学校、企業の教育事業・研修事業をコーディネートする体
制づくりとコンテンツを創りだし，次世代の人材育成により
持続可能な地域づくりにもつなげたいと考える。

・教育ＤＭＯサイトの設置
・学校の授業（総合的な学習の時間中心に）で使えるコンテン
ツの作成，サポート
・パンフレット（理念紹介）
・コンテンツ作成（地域人物図鑑作成），フィールドワーク
・大学生による遠隔授業（学習意欲向上・地方でのライフスタ
イル創出）
・マッチングイベント（地域住民と学校・周辺地域，全国の地域
おこし協力隊と学校）
・地域特性（地域環境や住民）による不登校支援，研修事業受
入れ
・移住者・移住希望者へのプロモーション　など

山口県 下松市
古地図散歩でまちの魅力発見事

業
下松市 ウ　一般事業

　歴史的観点から下松市の魅力を発信する仕組みづくり
を行い、定住人口、交流人口を確保し、活気あるまちを目
指す。

○歴史講座の開催
○市民ボランティアガイドによるイベ
　 ント開催
○学校や観光協会、商工会議所、
   宿泊施設、商業施設等と連携し、
   事業のＰＲ、リーフレット配布

徳島県 阿波市
ダイバーシティの森の遊び場づく

り事業
まちづくり未来会
議

ウ　一般事業
地域資源であるビオトープ公園「めだかの里」において、
誰もが活躍できる持続可能な地域づくりを目指すことを目
的とする。

○ダイバーシティ会議の開催
○障がいのある子どもも楽しめる、安全なブランコづくり
○子どもたちが活動できる施設や環境整備
○未来に向けた人材育成のためのイベント・体験活動の開催
○地域全体の活性化を図るため、「まちづくり未来会議」の開
催

香川県 高松市
和（わ）がふるさと国分寺美（み）ま
もり隊－安全・安心なくらしをまも

る地域の輪（わ）－

国分寺北部校区
コミュニティ協議
会

ウ　一般事業
校区内は高齢化が進んでおり、高齢者の社会的孤立が
問題となっていることから、食を通じて人とつながり、笑顔
ある暮らしを共につくるために体制作りを目指す。

空き家をリノベーションした小さな拠点を軸に、配食サービスを
開始し、見守り・安否確認を行う。

愛媛県 西予市
せいよ復興まちづくりデザインプロ

ジェクト
西予市 ウ　一般事業

平成30年７月豪雨災害からの復興に取り組んでいるとこ
ろであり、安心安全で魅力ある地域の創出を目的とする。

○ワークショップの開催
○シンポジウムの開催

熊本県 水俣市 恋路ブランド推進事業
水俣市漁業協同
組合

ウ　一般事業

水産業”恋路ブランド”を推進するとともに、新たな水産加
工品開発や市内外への周知及び販路開拓等に取り組む
ための支援を行い、、漁業経営の安定化を図るととも
に、”水俣の海”のPR、雇用の創出に繋げていく。

〇小型定置網の導入による漁業振興及び地域活性化
〇恋路カキの加工品開発、販路開拓

熊本県 上天草市 地域の魅力ブラッシュアップ事業 上天草市 ウ　一般事業
地域に残る若者から高齢者に加え、市外に住む出身者
等も巻き込みながら、世代や地域を超えた交流の場づく
りによる地域の活性化につなげることを目的とする。

〇姫戸町及び龍ヶ岳町においてワークショップの開催　計６回
〇有識者による動機付けのための講演会の開催
〇街歩きの開催
〇外部講師による講演会の開催
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事業名 実施主体名 事業の種別 事業の趣旨又は目的 事業概要

鹿児島県
いちき串木野

市

「あたりまえ」は見立てを変えれば
「たからもの」市民参加型ガイド

ブック制作事業

中央地区まちづく
り協議会

ウ　一般事業

　関係人口創出と，本市の未来を担う人材の育成・スキ
ル向上，まちの魅力に目を向け市外へ発信する土壌づく
りを目的とする。市民または本市に興味のある方を対象
に，参加者自らがまちに出向き取材をしてガイドブックの
制作を行う。外部講師や市外からの参加者がいちき串木
野市を俯瞰してみることで，「市民にとってはあたりまえの
風景」の見立てを変えて新たな魅力（地域資源）へと昇華
することによるリブランディング（再構築）と，編集活動を
通じて市民がまちづくりを自分ゴトとして捉えていくことを
目的とする。

○インプット講座
○ワークショップの開催
○企画・取材・ライティング
○冊子の作成

鹿児島県 南大隅町 郷の力芽支援事業
地域協力隊　ネ
オフラップ

ウ　一般事業

　学校やPTAと地域が連携することで，参加人数など不
足する部分を補い合い，一方だけでは実施しがたい講演
会等を実施し，児童生徒の健やかな成長に資することを
目的とする。

歩き方指導・接遇指導・スポーツ教室等、各界で活躍している
選手等の実技指導や講演会等を開催。

鹿児島県 大和村
地域住民が活躍できる住まいの

あり方検討事業
大和村 ウ　一般事業

　離島へき地で人口減少における地域消滅可能性の中
にありながらも，地域に暮らす人々が力をあわせ活躍の
場を持ちながら，望む場所で暮らし続けていけるための
環境を整備するために，そのあり方を検討し，具体的な
計画戦略を練ることを目的とする。

○あり方検討会の実施
○講師招へいによる研修会の実施
○視察研修の実施
○地域住民との意見交換

沖縄県 西原町
「動画配信」×「農業」で「まちの魅
力」と「農業の魅力」を発信して町

を活性化する事業

西原町、西原町
観光まちづくり協
議会、西原町学
生ソーシャルビジ
ネスプロジェクト

ウ　一般事業

観光PRの強化と将来の農業の担い手づくりを目的に、子
ども達に興味関心の高い「動画配信」と農業を組み合わ
せた「農業チャレンジTV(仮称）」を配信。町の魅力のPRと
ともに子ども達へ農業への理解を深める。

○同事業に関心のある町内外の小中学生徒を募集。レンタル
農園にて農作物を栽培し、栽培計画から収穫までを動画撮影
編集し「農業チャレンジTV（仮）」としてインターネット配信を行
う。
○同事業のネット配信や、西原町農水産物流通加工観光拠
点施設のオープン（令和2年12月予定）に向けたPRも含め、町
のPR活動を行う。
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