地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

ふりがな

所属名称

まちづくり

平成３０年４月１日現在

取組概要
◆国際交流基金アドバイザー業務委嘱（2016年度）
◆小山市・那須塩原市広域連携プロモーション事業戦略策定会議座長（2016年
度）

青﨑

智行

あおさき

ともゆき 白鷗大学経営学部

◆栃木県とちぎブランド力向上会議専門部会

専門部会長（2016年度～）

◆栃木県とちぎブランド力向上会議委員（2017年度～）

安形

真

あがた

まこと

◆栃木県「いちご王国」ワークショップ ファシリテーター（2017年度）
◆起業支援コーディネーター
1地域10人程度の起業家に対し、経営戦略、マーケティング、ブランディン
グ、財務会計など総合的な起業支援を継続的に行う。また起業家と地域・企業
を繋げながらコミュニティ形成も行う。
合同会社アグリホリック ／ 行政との連携の中で「起業＝チャレンジ」から生まれる新たな産業づくりや町
の特色の創造にも貢献する。
ネクストコモンズラボ西条
【実績】
愛知県「三河の山里サポートデスク」
愛媛県西条市「ネクストコモンズラボ西条」

秋元

祥治

あきもと

▼G-net
NPO法人G-netは、岐阜を拠点に15年前より、中小企業の社長の右腕として熱意
ある若者を半年間右腕として送り込む実践型インターンシップや、「みぎう
で」就職支援を行っています。高校「政治経済」の教科書にも掲載されていま
す。年間で１万人を越える若者に地域の中小企業の魅力を伝え、約100名が半
年間等の実践型インターンシップに参画しています。「若者が選ぶ魅力的な中
小企業100選」といった冊子刊行を含め、中小企業への「みぎうで」候補とし
岡崎ビジネスサポートセン
ての就職支援も展開しています。
しょうじ
ター OKa-Biz／NPO法人G-net
▼OKa-Biz
OKa-Bizは岡崎市・岡﨑商工会議所が設置した「売上アップに特化」した中小
企業支援センターです。富士市産業支援センター・f-Bizをモデルに全国最年
少センター長として、成果続出から相談は1ヶ月半待ちに。開設2年で当初目標
の300％を越える来訪相談件数や、年間約50件の視察受け入れ、首相官邸での
表彰や中企庁長官も来訪。f-Biz・OKa-Bizをモデルに、各地で新たな産業支援
センターの立ち上げがH28年度以降続々と予定されています。

浅尾

均

あさお

朝廣

佳子

あさひろよしこ

東

阿部

朋治

眞一

あづま

あべ

ひとし

ともはる

しんいち

有限会社

浅尾計画事務所

全国各地における地域振興・観光振興・交流人口の増加などの取り組みにつ
いての課題、問題点、疑問に対しての解決策や、それを導き出すためのアイデ
アの提示、あるいは解決策を導き出すためのアドバイス、ワークショップの支
援、コンサルティング、プランニングなどを仕事としています。
現在は、「インバウンド」、「新たな広域連携」、「人材育成」、「ニュー
ツーリズム」などをテーマに、各地にて実践的な事業に関わっています。

奈良の新しい観光資源の創出に邁進し、なら燈花会、平城遷都祭、平城京天平
祭などを立ち上げてきた。また、市民が創るまちづくりを主軸とし、ボラン
ティアでイベントを行っている。
阪神・淡路大震災で被災地である神戸・新長田地区において施設管理、マン
ション販売副代理を担ってきた「新長田まちづくり㈱」統括マネージャーとし
て平成11年から約11年間、再開発事業と並行して中心市街地の復興・進行に携
わってきました。平成13年から地元商店街や中小企業、市等が出資したソフト
事業を担うまちづくり会社「㈱神戸ながたTMO」総括マネージャー。改正中活
法に基づき設立された「神戸・新長田中心市街地活性化協議会」事務局長を兼
株式会社商業タウンマネジメ 任してきました。平成22年、商店街や地域・産業振興を幅広くサポートするシ
ンクタンク「㈲協働研究所」取締役に転籍し、以降、新長田地区以外でも認定
ント
中心市街地において様々な事業に関して助言指導してきました。平成29年2月
「㈱商業タウンマネジメント」を設立。『埼玉県空き店舗ゼロプロジェクト』
地域プロデューサー、『埼玉県商店街のあり方検討会』座長を始め、創業セミ
ナー、空き店舗対策、商店街および中心市街地のビジョン・プランづくり、被
災商業地域の復旧復興、老朽化商業施設再整備、まちづくり会社設立と運営な
ど商業まちづくり全般に従事しています。
株式会社読売奈良ライフ

岩村田本町商店街振興組合

空き店舗対策として、様々な事業を実践している。アントレプレナーを育成す
る「本町手仕事村」コミュニティビジネスのモデルとされる、商店街直営の惣
菜店「本町おかず市場」子育て支援事業から生まれた、商店街直営の学習塾
「岩村田寺子屋塾」、短時間託児や子育てサロンの拠点「子育てお助け村」さ
らには商学連携の「高校生チャレンジショップ」地域ブランド創生の「三月九
日青春食堂」など、直営12事業を1理事1事業制を敷いて人材育成を展開。大型
集積のイオンとは顧客の視点から共存共栄を図ることに転換、電子マネー「佐
久っ子ワオンカード」を基軸に連携。全国的にも注目され協力体制をとる。今
後はさらに地域コミュニティの担い手としての商店街のあり方を目指して、中
小企業庁「ちいさな企業成長本部」などで、今後の「住み良いまちづくりの商
店街」のあり方を提言。全国に講演活動の場も広げている。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
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敏樹
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としき

天野

礼子
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雨宮

洋司

あめみや

有城 辰徳
ありしろ
（旧姓 山田）

安藤

周治

あんどう
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平成３０年４月１日現在
取組概要

一般社団法人リディラバ／株
式会社Ridilover

■社会課題・地域課題をテーマとしたスタディツアーを企画しあらたな市場を開拓。
■被災地での教育旅行をとした復興支援（例：釜石での被災後初の100人規模での教育旅行など）。
■安倍首相が座長を務める観光立国推進会議での「アクションプログラム2015」として政策化。"
（１１）国民の旅行振興に向けた意識醸成・環境整備 ”の項目において「若者に旅の意義や素晴らしさを
伝える「若旅★授業」を地方で拡大するとともに、若者の関心が高い、エネルギーや地域医療など様々な社
会テーマを扱ったツアー商品の造成を推進し、より多くの若者が旅に出るきっかけを創出する。【新規】」
という形で記載。
■観光から移住定住・産業振興・事業承継・MICE誘致を一貫して実現（例えば林業のツアーを通して５人の
事業承継・移住の実現など。これまで20人以上がツアーを通しての移住や２拠点居住を実現したと思われ
る）。
■600人以上のボランティアマネジメントを通しての課題の洗い出し。
■社会起業家の経営者向けカンファレンスR-SICを300人規模で３年連続開催。京都・つくばなどの地域開発
に寄与。
■東大の講義にて200人の学生に対し、ソーシャルビジネスのためのチームビルディングなど講義から３０
以上のプロジェクトを創出。講義をまとめた著作『いつかリーダーになる君たちへ』（日経BP）がAmazonで
部門別１位を達成。
■被災地の医療現場における鍼灸師などを含めた新たな医療チーム体制の構築と実施・
■R-SICにおけるソーシャルビジネスのプログラム”CrossPoint”、観光庁研修、青森県研修、スタディツ
アーなどを通して100地域150社以上のインキュベーション支援。
■述べ２０校以上の教育旅行の実施。
■スタディツアーなどの事業を通して扱うテーマは「農・林・水産業」「環境」「医療・介護・福祉」「貧
困」「地域活性化」「公共事業」など200弱。
■東証一部上場企業なども含め企業の幹部研修や人事研修としての地域課題・社会課題の現場での研修事例
も10以上
■アカデミックなアクティブラーニング、ファシリテーションの講義などを東京大学などの大学教員から各
地の教育委員会や校長向けに実施
【リディラバの事業に関連するURL】
[Travel The Problerm：スタディツアー専門の旅行サービス]
https://traveltheproblem.com/
[TRAPRO：社会問題の百科事典]
http://www.trapro.jp/
[TRAPRO移住口コミ：地域の気になる口コミが集まるサイト]
https://iju.trapro.jp/
[「”社会起業”の最先端を知る」招待制カンファレンス：R-SIC（アール・シック）]
http://ridilover.jp/R-SIC/
[リディラバ（HP）]
http://ridilover.jp/

H23年より、島根県西部の高津川流域の三市町、益田市、津和野町、吉賀町
ＮＰＯ法人「日本に健全な森 に「総合特区」への立候補を推め、当選。「アドバイザー」を務めた。事務局
長を務めるＮＰＯ法人「日本に健全な森をつくり直す委員会」では養老委員長
をつくり直す委員会」
と共に、高津川流域に「二地域居住から定住へ」を進めてきている。
①富山新港を中心に付近の歴史あるみなとまちの現状と歴史の絵地図をそこに
居住する市民とともに学んで、作成をし、散策、地域おこし、郷土学習等に役
立てる取り組みをしている。
②”みなとガイド塾”を立ち上げて、それらの絵地図を教材にして学ぶととも
に、港背後地の企業・団体の訪問、北前船時代のみなとまちを歩いて歴史の痕
ようじ
みなとガイド塾
跡を探しながら現状を知る、等を通して、この地への訪問者や家族などに説明
（ガイド）出来るような学生・市民を育てる活動をしている。これはこれから
の日本海側の新しいみなとまちづくりを考える契機にする配慮をしており、
NPO法人水辺のまち新湊と組んで実施して継続性を意識している。
年間を通じスポーツを通じた誘客、交流イベントを開催し、地域内のボラン
ティアや支援組織をとりまとめるながら、活力のある地域作り、人材育成をお
こなう。また新城市が地域活性の大きなテーマとして位置づける「スポーツ
たつのり 一般社団法人 ダモンデ
ツーリズム」を協働で推進する。また観光振興や地域作りもにも積極的に参画
し、（一社）奥三河観光協議会との連携や、鳳来東部での地域計画作りでも協
働している。
過疎問題を解決したいと思いを起こしてから以後地域づくりに関わる。
過疎地域、中山間地域を巡検するのが日常の活動である。
20年前から「集落の力」が急になくなりはじめたことに危機感を覚え、集落支
援のための「もう
一つの役場（集落支援センター）」の提案をはじめた。そして実証実験を進
特定非営利活動法人ひろしま め、その可能性と必
しゅうじ NPOセンター/特定非営利活動 要性を実証することができた。
高齢者福祉、教育や子育て、買い物、移動手段、小銭を地域で回す産業、新し
法人ひろしまね
い旅の企画な
どを今も継続しながら社会実験を進めている。
NPO法人などによる地域課題解決のための支援活動や、行政や企業などと協働
によるまち
づくりの支援を、ひろしまセンターにおいても進めている。

れいこ

PDCAではなく「D]から始めるフィールドワーク「DPDCA」
「若者と行う地域活性」を軸に展開している

飯倉

清太

いいくら

きよた

特定非営利活動法人
イズ

現在の地方問題には「高齢化」「少子化」「人口流出」など様々な問題が複合
的に絡んでいます。これを是正するには短期的な目標と中長期の目標設定が必
要となります。そこで私たちNPOサプライズでは静岡県東部伊豆を中心に高校
サプラ
生や大学生と取り組む地域活性を実施しています。大きな目標を掲げることも
大事ですが実際はスモールスタートがとても重要となります。様々なディス
カッションやセミナーを開催しつつ、最短の地域活性と行動力を育成するため
に「清掃活動」を中心とした活動にてリーダー育成を実施。また現場だからこ
そ得ることの出来る「連絡調整能力」「遂行能力」「討論能力」「コミュニ
ケーション能力」などを学んでいます。これを基にして地域の素材を再確認
し、編集そしてしバリューを付けて再発信行う事を実施しています

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
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飯田

一民

ふりがな

いいだ

かずたみ
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有限会社

まちづくり

平成３０年４月１日現在
取組概要

＜アドバイザー/伝承名人としての派遣履歴他＞
北檜山町・松前町・和寒町・下川町・長沼町・日高町・占冠村・小清水町・北
海道商工会連合会講師・網走市・道南3町（松前・上ノ国・江差）広域連合・
留萌支庁・空知支庁事業評価委員・全道市長会基調講演など
＜アドバイザー/伝承名人としての実施取組み＞
下川エミュー肉燻製開発・松前町「あわびごはん」開発・瀬棚町海産加工品開
発・その他商品名・デザイン等の創出・百貨店北海道物産展企画協力(三越・
大丸・西武・丸井等)
「農家の友」「しゃりばり」等に執筆「生産現場からの新しいビジネスチャン
ス」など
道内各地域の道の駅再生活性化事業・地元ブランドの推進を手掛け「食」から
の地域活性化を勧めている。
※ 道の駅「ライスランドふかがわ」設置企画協力
※ 道の駅「北前船松前」総合プロデュース 他
食創造さんだかん
※ 生産現場と都市部との協働事業として「北海道応援宣言プロジェク
ト！！」
札幌の飲食店で毎月道内各地域の食事会を開催（総合企画監修）
※ 百貨店と協力して北海道地域・生産者の食材・加工品のトライアル販売を
実施
＜(有)食創造さんだかん概要＞
1983年珈琲専門店サンダカンとして開店
1988年レストランサンダカンとして現地に新規移設開店
1993年全国北海道物産展へ参画、㈱三越・㈱大丸他
1999年食創造さんだかん工房として食肉加工工房を併設する
2003年深川市の委託を受け、「道の駅」内でレストラン運営
2014年深川市ものづくり事業で「牛こら」「旨とん」の商標特許取得

石上

僚

いしがみ

りょう

石崎 英治

いしざき ひではる

石山

いしやま

伊勢田

純恵

博志

いせだ

すみえ

ひろし

商店街活性化三種の神器と言われる「100円商店街・バル・まちゼミ」をいち
株式会社みらいもりやま２１ 早く導入。
街コンと呼ばれるようになったイベントも西日本初で実施しました。
北海道新冠町、新得町及び島根県美郷町において、エゾシカやイノシシ等の野
生鳥獣における生産工程のマネジメントや商品企画、農村地域における体験ツ
株式会社クイージ ／ 株式会
アー等の観光・交流の取組に携わる。
社おおち山くじら ／ NPO法人
また、イベントへの臨時出店、テレビ・ラジオ・新聞をはじめ各メディアへの
伝統肉協会
出演、料理教室の実施等を通じて「野生鳥獣を食べる文化」の普及・啓発活動
を精力的に展開。
地方銀行や総合病院での管理職研修などを行っています。講義をして「良かっ
た」だけの研修ではなく見える研修、数値化する研修を企画実施しています。
福島県を取り巻く状況で国際機関との会議の議事録作成や翻訳等を行っていま
す。自らの起業で女性の雇用を創出し女性の生きがい作りに寄与してると思っ
(株) クリフ
ています。今後も女性の活躍、女性の創業を支援していきたいと思っていま
す。平成２６年５月に、ノルウエー大使館、仙台市、仙台男女共同参画セン
ター主催の東北の復興を担う女性リーダーノルウエー視察研修に福島県代表と
して参加する。

NPO法人ツーリズム研究機構 /
(有)サポート・エムツゥ

〇イベント業務管理士（1級)及び フードコーディネーター1級（商品開発イベントメディア） 取得者、ま
た内閣府クールジャパン地域プロデューサーとして各地の活性化事業を支援しています。
農林水産省支援事業
・道の駅､日帰り温泉､国民宿舎等交流ターミナルの企画・開業プロデュース 多数
・特産品開発及び販路支援事業など多数
・奈良県国際芸術玖村にぎわいづくりプロジェクト企画担当
・北広島町農泊事業プロデューサー
経済産業省支援事業
・東アジアより水俣への環境教育旅行の誘致事業プロデュー―サー
・地域資源を活用した商品開発及びマーケティング戦略の策定（多地域）
・クールジャパン関連事業のプロデュース（橘街道プロジェクト）
内閣官房
・地方の元気再生事業：4地域（北広島町、養父市、嵐山、兵庫県福崎町）プロデューサー
・内閣官房地域活性化モデルケース「橘街道」コーディネーター
企業など
・シティホテル連盟インバウンド誘致海外セールスコーディネート（欧州・アジア）
・大手ハムメーカーマーケティング研修（商品開発など）
・シティホテルなどのマーケティング研修（企画塾・ブライダルフェアプロデュース等
・鉄道系会社の新規事業創出・企画アドバイザー業務
など

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

伊津田

崇

ふりがな

いづた

たかし

所属名称

株式会社アイレック

まちづくり

平成３０年４月１日現在
取組概要

＜まちづくり、ﾀｳﾝﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ＞中心市街地活性化協議会や行政等、関係者へのﾋ
ｱﾘﾝｸﾞを通して抱えている課題を把握し、支援ﾃｰﾏに基づいて協議会設立支援や
協議会・まちづくり会社の運営・管理体制強化、事業推進のための勉強会・ｼﾝ
ﾎﾟｼﾞｳﾑ等の企画・運営・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄを行い、協議会構成員や地域住民等の合意形
成や個別事業の具体化等を図る。【長浜市、奈良市、田辺市等を支援】
＜商店街活性化ビジョン策定支援＞商店街の強み・特徴や地域資源を生かし、
3～5年後の将来像を見据えて活性化ビジョンを掲げ、具体的取組事業を構築す
るにあたり支援・指導を行う。【大津市、大村市、中津川市、瑞浪市等】
＜地域ブランド創出支援＞地域資源の発見・発掘を行い、地域活性化への起爆
剤となるように育成していくとともに、これらの資源を活かしてまちづくりに
つなげていく。【豊岡鞄、出石そば、湖東地域等を支援】
＜一店逸品運動等個店活性化支援＞一店逸品運動の推進による個店の品揃えや
陳列等の指導を通して、個店を活性化させることにより、SC・商店街全体の魅
力ｱｯﾌﾟを図る。【大和高田市、大和郡山市、尼崎市、神戸市・新長田地区、豊
田市、大村市、松江市等】
※地域の資源（人・モノなど）を編集及び加工し、マーケティング（＝売れる
仕組み作り）
や組織の立上げ、活性化の具体的手法を現場に入って推進します。

井手

伊藤

伊東

修身

数子

将志

いで

おさむ

いとう

いとう

かずこ

まさし

イデアパートナーズ（株）

特定非営利活動法人STAND

夢古道おわせ

◆地域資源活用型のビジネス支援と地域活性化
具体的には、観光・集客・物販領域のバリューアップとして３つ展開。
①まち中回遊、まち歩き等観光交流事業支援、
②特産品開発、ﾒﾆｭｰ開発、農家レストラン立上げ支援、
③観光・集客施設の診断・再生、売上向上支援
④観光地域づくりプラットフォーム推進機構 『常務理事』 日本版ＤＭＯの
組織づくりを支援。
1991年金沢市にて企画会社パステルラボ設立。代表取締役。車いす陸上競技の
観戦が契機となり、2003年から電動車椅子サッカーなど競技大会のインター
ネットライブ中継を開始、誰もが明るく豊かに暮らす社会を実現する「ユニ
バーサルコミュニケーション活動」のため2005年NPO法人STANDを設立、パラス
ポーツ事業を本格始動させる。「総務省u-Japanベストプラクティス」ほか多
数受賞。現在、ウェブサイト「挑戦者たち」の編集長として障がい者スポーツ
の魅力を配信。また、スポーツイベントや体験会も開催。2014年にはボラン
ティアアカデミーを開講。スポーツ庁スポーツ審議会委員、東京オリンピッ
ク・パラリンピック組織委員会顧問、総務省情報通信審議会専門委員、日本パ
ラリンピアンズ協会アドバイザーなども務める。
官民一体となった観光交流事業「夢古道おわせ」の管理運営。
①地元集落のお母ちゃんをグループ化し、各地にチームを形成。
集落の食文化の伝承をテーマにランチバイキングによる交流人口増加を図
る。
②間伐材活用によるイベント「全国一斉１００のありがとう風呂」を主催。
全国４７都道府県４００カ所以上の温浴施設で導入実績あり。
地域資源であり、後継者不足等で課題にもなっている一次産業の問題に独自の
手法でアプローチし、全国各地より同時多発的にメディア掲載することを得意
としております。
また、都市部の若者×地域の漁村・農村集落をテーマに人材のマッチングも行
う。
全国の自治体や商工会・商工会議所において官民一体のまちづくりや地域資源
活用による取組みへの支援も行っています。

井上

将太

いのうえ

しょうた 井上地域づくり事務所

○森林・木材を活用した新たな商品やサービスの開発及びマーケティング
○中山間地域などでの体験型観光のプログラム及び仕組みづくり（廃校活用な
ど）
○住民参加のまちづくりに向けての場のプロデュース（ワークショップ運営）
○中心市街地でのソフト事業のプロデュース
○1次産業分野での環境教育のプログラム開発
○各種セミナー・講演講師（講演実績：安芸市商工会議所女性部、香美市公民
館、高知県婦人会、吉野町まちづくりセミナー）
2012年に長野県上田市に長野県初となるコワーキングスペースHanaLab.を開
設。現在は上田市内に３店舗有し、総床面積１０００坪の日本最大規模のコ
ワーキングスペースを運営している。また、単純なコワーキングスペースにと
どまらず、全国的にも珍しい、行政、商工会議所や経済団体と連携し様々な地
域課題に取組んでいる。

井上

井上

拓磨

俊彦

HanaLab./一般社団法人ループ
＜主な取り組み事例＞
サンパチ
・空き店舗活用したコワーキングスペースを３カ所開設
・上田市・商工会議所・産学官コーディネート組織と連携した創業支援
・インターンを活用した学生の社会との接点作り
・子育て中の女性の社会復帰支援
・移住定住に関する取り組み

いのうえ

たくま

いのうえ

※海外向けブランディング（食・観光）※地域ブランド商品（食・伝統工芸
株式会社 コムブレインズ／
品）の輸出促進※地域のインバウンド観光促進※地域における海外情報発信
としひこ 株式会社ジャパンブランド
（SNS・メディア活用）※地域におけるDMO設立支援・地域プロデューサーの育
マーケティング
成

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

井上

井原

伊原

今村

弘司

満明

和彦

展大

ふりがな

いのうえ

いはら

いはら

いまむら

ひろし

所属名称

CRC地域再生診療所

みつあき ㈱地域計画研究所

かずひこ

ＥＴＣ
ント

まちづくり

平成３０年４月１日現在

取組概要
○全国各地にて、観光・ツーリズム・６次産業化・雇用創造・中山間地域振興
等の講演、年間指導
１．地域診断の実施（地域課題の整理分析 ）および課題に基づいた人材育成
２．地域再生・地域振興に必要なアドバイスの実施
・グリーン・ツーリズム､､ニューツーリズムの推進支援
・ DMO、観光まちづくり事業体の設立指導
・ 地域再生の手法や地域づくり・人づくり
・ 地域資源開発(６次産業化支援）
食､文化歴史､直売所､農村レストラン､農家民宿、体験プログラム、ツアー
造成指導
有害鳥獣対策と活用
３．地域人材育成プロデュース
①衰退する地域の再生を図るために、ライフスタイルの価値観を変えるグリー
ンツーリズムと地域の資源を地域で生かすエコミュージアムの融合展開（着地
型観光）。②高齢者の手仕事に光をあてた「マイスター」制度の創設（年金＋
α）。③高齢者が中心となって集落ワークショップを開催し、地域で高齢者を
支えあう仕組みづくり（飯豊町で2009年～現在まで）。④ローカル線の活性化
と沿線集落の再生を一体化し各駅を拠点に駅カフェの開催、駅から集落を巡る
フットパスなどの地域づくり。⑤周辺地域（農村部）との連携を前提に住民参
加協働型第３セクター「まちづくり会社」を設立（中心商店街活性化）。⑥
2010年9月から長野県木島平村に招聘され農村文明塾の運営に取組む。首都圏
等の学生との連携を図る農村版大学コンソーシアム、小規模自治体職員を対象
に行政コンソーシアム、全国村長サミットの開催、住民の学ぶ場「農村学講
座」等を実施（～2015年3月）。⑦佐渡市が提唱する「福祉版コンパクトシ
ティ」の取組助言。⑧高齢社会に向けて「複数の高齢者が一人の若者を育て
る」を合言葉に団塊世代が築いてきた「暮らしと生業の小さな社会資本」を若
者に譲り渡す社会を目指した地域づくりを提唱。

◆観光・交流（教育旅行や着地型観光誘致） 観光協会・商工会・受入協議会
等の教育旅行誘致アドバイザー 体験プログラムの開発・インストラクター育
成 第一次産業を活用した民泊受入組織の人材育成・マーケティング支援指導
教育旅行コンサルタ 観光振興・地域活性化をテーマとした講演・セミナーの講師 着地型観光
（ニューツーリズム）の講師や商品造成・人材育成・支援指導
◆地域産業・イノベーション・農商工連携 地域活性化支援アドバイザー 地域
特産品の開発・食の開発やマーケティング支援指導

のぶひろ I・Sコーポレーション

沖縄県において地域産品の企画開発（沖縄県最優秀県知事賞受賞）、Eコマー
ス、WEBマーケティング会社設立を経て、2005年沖縄県産業振興公社専門アド
バイザー、沖縄県商工会連合会エキスパートに就任。その後、地域特化型グル
メサービス「ちゅらグルメ」を創設。県民限定のお得なサービス「ちゅらと
く」創設など観光媒体業において数々のサービスの立ち上げを行う。2011年か
らは更なる地域発展を描くビジネスを追求すべく、行政との連携を深め、2013
年には日本初の取り組みである映画をツールとした地域活性化を沖縄県名護市
名護大通にて実施。映画「がじまる食堂の恋」を製作、全国公開並びに全国の
蔦屋にてレンタル・セル展開。その後は、マイナビとのジョイントベンチャー
による台湾香港向け観光媒体「珍遊沖縄」を創刊。2014年には株式会社全国商
店街支援センター「商店街よろず相談アドバイザー」、経済産業省キーパーソ
ンに就任する。2016年には、これまで培ってきたブランディングノウハウを体
系化し、地域メディア及びブランド構築に主力をおいて活動している。
14年間にわたる国内旅行雑誌「じゃらん」の編集経験をいかし、その土地なら
では魅力ある資源を発掘し、観光素材へと仕上げ、戦略的にマスコミにＰＲす
ることを得意とする。消費者やマスコミ、トレンドを意識した「コンセプト」
「ターゲット」「話題になる観光開発」にポイントを置き、地域ブランドの構
築から観光資源の開発にかかわるアドバイスや組織づくりに取り組んでいる。

今村

岩崎

まゆみ

徹

いまむら

いわさき

まゆみ

とおる

観光まちづくりカウンセラー 【実績】20～30代独身女性をターゲットにした観光コースや体験プログラム開
発／ペット同伴者向けのルートコースやサービス開発／50～60代のアクティブ
女性向けの観光コースや体験プログラム開発／地域の素材を使った特産品開発
／マスコミ向けのプロモーションツアー／広域連携での観光開発・ＰＲ事業／
地域のキーマンを育てるための職員研修／効果的な情報発信・地域ブランドに
関する講演（※独自の視点で対象エリアへのアドバイスを盛り込んている点が
好評）
①地域ビジネスの事業化支援：自ら地域での事業経験から、事業計画の策定、
資金調達、マーケティング、PRなどを具体的にサポートし、資本参加して事業
提携も行います。
②地域コミュニティづくりの実践支援：地域活性化のきっかけとなるコミュニ
ティ形成を、場やきっかけを地域住民とともにつくります。
株式会社アイーダ・アライア ③地域人材の発掘と育成：地域を担う人材塾の総合プロデュースとワーク
ショップのコーディネートなどを行います。（例：こしがや都市創造未来塾、
ンス
行田みらい塾など）
④地域情報の発信＿地域資源を発掘し、各種メディアで発信します。
⑤マーケティング、PR支援＿地域ビジネスのマーケティングやPR業務をサポー
トします。
⑥地域事業に関するイベント等の講演、ファシリテーション、司会進行。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

岩崎

内田

亘

勝規

ふりがな

いわざき

うちだ

わたる

かつのり

所属名称

株式会社イージェイ

（株）オフィス内田

まちづくり

平成３０年４月１日現在

取組概要
株式会社リクルート在籍時、クライアントである東証一部上場ブライダル企業
と、伝道師の地元であるみかん農家（実家含む）を繋ぎ、CSR×教育研修とし
て、人手不足の農家の農作業の手伝いや、廃棄していた摘果みかんを使用した
酢を開発し特産品として販売するというプロジェクトの推進を支援。
株式会社フォーバルでは、神奈川県伊勢原市にある「石田牧場」の6次化事業
であるジェラート屋の立ち上げ〜軌道に乗せるところまでのコンサルティング
を行い、人気店に育て上げた。
農業法人である株式会社和郷では、都市と農村を繋ぐ「農園リゾート」という
新しいコンセプトを打ち出した滞在型施設「THE FARM」や「THE FARM CAFE」
等を立ち上げた。
現在は、廃棄するか二束三文で売られてしまう規格外農産物や未利用農産物を
活用し、コールドプレスジュースという付加価値の高い商品を製造・販売して
いる。熊本県合志市の農産物だけで作ったジュースを開発し、東京にある自社
店舗でPRしながら販売することで、地域や地域の特産品の認知度向上に貢献す
るなど、トレンドに上手く乗せた地域活性化を行っている。
≪講演記録≫
北海道経済同友会、中小企業家同友会、経営合理化協会、北海道庁、鹿児島
県、各地商工会、帯広信金、北海道銀行、福岡銀行、楽天、目白大学など
≪講演テーマ≫
地域ブランドについて、売れる物作りについて、食の可能性と課題、首都圏
の顧客ニーズについて、北海道物産展に見る地域ブランド
≪マスコミ紹介記事≫
＜テレビ＞
日本テレビ『リアルタイム』『秒ヨミ』『ズームインスーパー』『ズムサ
タ』『スッキリ』
テレビ東京『ルピコンの決断』『日曜ビッグバラエティ』『グルメ魂』『戦
士の逸品』『ワールドビジネスサテライト』
ＮＨＫ『クエスタ』
ＢＳフジ『プライムニュース』、ＮＨＫ、テレビ朝日、ＴＢＳ各番組
北海道各局『ＨＢＣ』『ＳＴＢ』『ＨＴＢ』『ＵＨＢ』『ＴＶＨ』
＜新聞＞
日本経済新聞、朝日新聞、日経ＭＪ、北海道新聞、十勝毎日新聞
＜書籍＞
フォーブス、週刊ダイヤモンド、日経トレンディ、到知、戦略経営者、スト
アーズレポート、クオリティ
新潮社『旅』（連載中）
■“中規模都市・福井市（人口約27万人）にて、地域をこえた人の流れと仕事
をつくる” をテーマに「未来につなぐ ふくい魅える化プロジェクト│
make.f」プロジェクトリーダー。産官学の連携プロジェクト(2016-)。
・福井・関東・関西の人々をつなぎ、世代ごとの人の流れや新たな時代の働き
かたをつくる取り組みを実施。また、ウェブ・タブロイド・映像、SNSなど複
数メディアによる、参加型のプロジェクトアーカイブと発信を実施。
□小さなデザインの教室・XSCHOOL プログラムディレクター
プロジェクト・事業を立ち上げながら、学びと実践を繰り返すデザインの教室
を企画・運営。次代のデザイナーを育て、地域の産業をアップデートすること
を目指す。（make.fの一環）
■福岡県福岡市（人口約150万人）にて、産官学の連携のもと、社会課題を源
泉にビジネスを生むインキュベーションプログラムの立ち上げ、企画運営を担
う(2013-2016)。参加者は、福岡市民と、東京・九州を中心にした大手企業の
研究開発部門。デンマークデザインセンター、アムステルダムメディアラボな
どとも連携。

内田

友紀

うちだ

ゆき

株式会社リ・パブリック
■成熟企業にて連続的イノベーションを起こす人材・シリアルイノベーター研
究会を、国内の複数企業の研究開発部門とともに実施(2013-2015)。アメリ
カ・イリノイ大学工学部教授らによる研究と連携。株式会社リ・パブリックの
メンバーによる監訳本「シリアル・イノベーター - 非シリコンバレー型 イ
ノベーションの流儀」がベースとなる。本研究により見出された イノベー
ターが育つ環境・関係性などの要素を、地域にも応用し、プロジェクト設計に
取り組む。
■“街の人” を主役にした新しいガイドブック、COMMUNITY TRAVEL GUIDE
「福井人」の企画・出版にプロジェクト発起人の一人として関わる(2013)。掲
載する人の選定・取材・執筆・資金集めまで、徹底して参加型を実現し、オン
ラインを含めて数千人が関わった。
■ブラジル州政府の都市開発局にインターンシップ参加(2012)。 国連サステ
ナブル・シティ・アライアンスの州適用に向けた事例研究、導入メソッド開
発、接続プログラムの検討等を行った。

江口

健介

えぐち

けんすけ

一般社団法人 環境パート
ナーシップ会議

環境分野の中間支援組織である地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）の運
営業務を中心に、環境NPOの基盤強化、企業のCSR、環境パートナーシップ形成
等への支援を行う。
主として環境省事業である「地域活性化に向けた協働取組の加速化事業」の事
務局業務を担当し、環境NPOと自治体、また必要に応じて企業や研究機関、学
校、第1次産業などあらゆるステークホルダーとの協働体制構築の支援を全国
各地で行ってきた。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

ふりがな

所属名称

まちづくり

平成３０年４月１日現在
取組概要

■認知開発®力の高い人材の育成
「認知開発®︎
講座」
日本の伝統文化の底にある「型」の概念に着目し、研究してきた。「型」を映画教育に応用し、認知開発®︎
手法として体系化。その手法を各地で指導し、90~100秒の短編映像を制作させ、その過程でモノの見方が変
わり、地域や企業、自分自身の新たな側面に気づくという講座。取材によりお互いを深く知ることにより地
域間の連携が深まるメリットもあり、これまでに日本全国のべ５０箇所以上で１０００名以上の受講生を輩
出して来た。実施場所：秋田県、松山市、大阪市、島根県（高等技術校、中央会）、多摩地域（八王子市、
羽村市、昭島市、狛江市他）、阿久根市（阿久根市、鶴翔高校）、那覇市、鳥羽市、徳島商業高校、鹿児島
県薩摩川内市（薩摩川内市、川内商工高校）、岡山県津山市（津山市、津山東高校）、行方市（行方市、麻
生高校）、兵庫県市川町、奈良県吉野町（吉野町、吉野高校）・川上村、九州経済産業局、中小機構、文部
科学省他
■地域や企業の中に埋もれている「埋没資産」の発掘及び可視化
認知開発®︎
手法を応用したメディア手法「序破急モデル®」を開発。同手法を活用して制作や監修した映像
は2000本に及ぶ。中小企業の連携促進やITを活用した情報配信システム構築、ブランディング等と組み合わ
せながら、全国に展開している。
特に企業や地域に「物語」を見出し、それを価値ある情報に編集・デザインし、グローバルに展開する能力
は卓越しており、東日本大震災、熊本地震後の復興や中小企業の活性化に尽力している。

榎田

竜路

えのきだ

合同会社アースボイスプロ
りゅうじ
ジェクト

■情報戦略立案と実行
（例）アクティブシニアの就労・社会参画を目的とした情報提供及びプロモーション
人生100年時代となり、どの地域でもアクティブシニアの活躍が期待される中、A市ではアクティブシニアの
就労や社会参画を目的に各種事業を展開中。
アクティブシニアの取材撮影を実施することで地元の高校生と、伝統食を広める活動を展開中のシニア手作
り加工グループとの連携を推進、海外から料理専門家を招聘し、地元の食材や、グループが作った加工品を
利用した料理教室を開催。高齢者と若者が料理教室で繋がることで、全く新しい商品の開発に成功。地域の
若者とシニアの知恵を連携させる新しい試みとして注目されている。
■芸術文化による国際交流・日本紹介・インバウンド復興事業
「横濱学生映画祭」「横浜開港150周年記念映画制作事業」「Tokyo Downtown Cool Media Festival」な
ど、アジアを中心とした映像教育機関の連携事業を実施してきた実績から、日本映画大学、北京電影学院、
韓国フィルムアカデミー、台湾藝術大学、iDAProjects（豪州本部）等アジア各国・地域を代表する映像教
育機関及びアーティストとの太いパイプを有している。そのネットワークや実績を元に様々な国際交流事業
を実現してきた。東日本大震災後に中国中央電視台第一チャンネルのクルーを招聘し、2012年3月11日に特
別番組を中国全土で放映。番組は、その年の「アジア太平洋放送連盟」のグランプリを受賞したのもその一
つ。
また、日本の伝統的な身体運用研究の見地から、経済産業省が2016年に制作し、各大使館に置かれている海
外向け日本文化紹介誌『wonder! Nippon』の編集・執筆に関わる。
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170308001/20170308001-1.pdf
さらに、2017年９月にはシンガポールにて毎年開催されているアジア最大級のエンターテインメントイベン
トAll That Matters2017カンファレンスCool Japan2020においてパネリストとして参加、日本文化について
の見識や可能性について語り、大きな反響を呼んだ。
http://www.allthatmatters.asia/

大岡

千紘

おおおかちひろ

東栄町観光まちづくり協会

人と人をつなぐ橋渡しを担う。
特にビューティーツーリズム「naori」事業では、地元企業と連携し、美を
テーマにした ツーリズムを立上げ、地域資源の新たな可能性を開拓。
・女性観光客の誘致。地域に新たな観光モデルを生み出す。
・全国的なPR。美の地産地消という新たな地域資源活用の取り組み。
・手作りコスメティックインストラクターとして、地域資源を用いたコスメの
体験指導。
など、美をテーマに観光・交流の開拓が期待できる。またその企画を実行に至
るまでの 地域との関係づくりにおいて、その実績・ノウハウを他地域へ拡大
することが期待され る。地域のアイデアを行政と連携しながら、外部視点を
交えて実現に向けて一緒に取り組む。
また、観光協会を立ち上げたノウハウを活かし、新たな組織の立ち上げへの協
力に取り組む。

大下

茂

おおしも

しげる

大谷

鮎子

おおたに

あゆこ

大宮

透

おおみや とおる

『集客』を研究テーマとして、観光計画、地域活性化計画、中心市街地活性
化計画など、地域づくり、まちづくりの分野において、『論と行動』をテーマ
に実践的な取組み展開を図っている。地域に軸足をおいて、地域の方々と一緒
になって「地域を元気にするための方法」を実践する地域密着型の活動形態の
ため、活動エリアは首都圏近郊に限られている。
主な実績は、東京都品川区観光アクションプラン、大田区観光振興プランに
帝京大学経済学部観光経営学 関わるとともに、両区の広域観光まちづくり事業スーパーバイザーを平成20～
22年度より努める（現在はアドバイザー）。また、平成24年度より両国地区観
科／㈱KITABA
光まちづくりグランドデザイン等の委員長を努める他、東京都観光部や特別区
協議会の講座・シンポジウム等に関わっている。千葉県内では、佐原、木更
津、いすみ、久留里、市川中山、御宿、浦安、四街道、習志野、勝浦、長生
村、九十九里、多古町等、群馬県では、みどり市大間々、甘楽町、伊勢崎市境
島村、下仁田町、みなかみ町、渋川市伊香保温泉の観光まちづくりに関わって
いる。
NPO法人 九州キラキラみなと ・地球環境とエネルギー問題
ネットワーク
・みなとまちづくりと女性の参画
小布施町では、特に、行政と地域住民、地域外の住民（特に若者）などの様々
なアクターを繋ぎ、新しい価値を創造するための活動を展開している。プロ
ジェクトをベースとして、議論の場をつくり、多様な視点を持ち寄って、若者
をターゲットにしたまちづくりプロジェクトを企画。
小布施町

2012年からは、全国から集まった200名の若者が日本の未来を語る場づくり
「小布施若者会議」を企画運営するとともに、2013年には、ハーバード大学を
はじめとする世界中の大学生とともに、高校生を対象としたサマーキャンプ
「HLAB OBUSE」の企画運営をコーディネートしている。また、それらの取り組
みを積極的に地域外に発信しながら、「若者が活躍できる町」としての小布施
町のブランドづくりと、それを実現するための制度構築を行政と連携しながら
推進している

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

ふりがな

大宮

登

おおみや

岡崎

英人

おかざき

岡崎

正信

おかざき

岡田

岡田

昭人

基幸

おかだ

おかだ

まちづくり

平成３０年４月１日現在

所属名称

取組概要
組織における実務的な能力開発や自己啓発、地域に根ざした住民の組織づくり
等について、地域づくりと住民組織の関わりの点からフィールドワーク中心に
のぼる
高崎経済大学 地域政策学部
研究。特に、NPO法人DNAの代表顧問、さくらプロジェクトの会会長、食品リサ
イクルるーぷ事業会長等の活動も推進している。
経済産業省実施の産業クラスター計画の推進機関として、広域多摩地域（埼玉
県南西部・東京都多摩地区・神奈川県中央部＝ＴＡＭＡ地域）が世界有数の環
境に配慮したものづくりの新産業創出拠点となることを目標に掲げ、ＴＡＭＡ
のポテンシャル（多数の優秀な中小企業や理工系大学の集積など）を活かし
て、産学官に金融を加えた人的ネットワークの構築・活用（ＴＡＭＡ協会には
約150名の登録コーディネータがおります。）と企業の新事業創出活動を支援
する施策の立案・実行を進めました。特に、日本の他地域との「広域的な連
ひでと
Okapi Service
携」や、市場に大きなインパクトをもたらす研究開発・技術開発につなげるた
めの「大手企業との連携」、市場として魅力がある中国を初めとしたアジア、
中小企業が拘りを持ってものづくりをしているイタリア、イノベーションのる
つぼとも言われるシリコンバレーの展開に力を注ぎました。
現在は、コンサルトとして意欲ある中小企業の戦略的事業展開や自治体・支援
機関とタイアップして地域産業活性化のご支援をしております。
岩手県紫波町が進めるオガールプロジェクトのキーパーソンとして、紫波町の
公民連携事業を企画推進している。
東日本大震災被災地において、まちづくり関連の各種委員を担い復興に関わっ
オガールプラザ株式会社／一
ている。
まさのぶ
般社団法人公民連携事業機構
一般社団法人公民連携事業機構を立ち上げ、岩手県紫波町で行われているオ
ガールプロジェクトをモデルに、公民合築施設を全国に水平展開できるよう各
地で講演シンポジウムなどを開催している。

あきと

埼玉県上尾市の密集住宅地再生事業においては連鎖型の共同建替えの４プロ
ジェクトに関わり、その後墨田区向島地区の密集住宅市街地でのまちづくり活
動や鳥取市中心市街地での老朽化した防火建築帯のコンバージョン・リノベー
ションに向けた修復改善型の整備計画策定に携わっている。
近年は福祉、医療関係者と連携しながら、高齢者の住居・生活改善支援及び
早稲田大学都市・地域研究所 LLPやLLCを立ち上げ、住まいづくりの主体づくりの支援をしている。また社団
／一般社団法人コミュニティ 法人コミュニティネットワーク協会が運営するコミュニティファンド研究会
で、新しい市民ファンドの仕組みに向けて調査・研究、提案を行っている。
ネットワーク協会
花巻市東和町では、商店主や高齢居住者が地域で支え合いながら暮らすため
の共同店舗や住まいづくりを様々な制度を活用した共同建替え事業支援やエリ
アマネージメントを志向するまちづく会社を支援しながら、空き地空き家を活
用した美術展や自律的財源を確保するためのまちづくりファンドの組成など地
域再生に向けての実践活動を行っている。

もとゆき

地方における新事業創出、新産業創出は、日本の急務の課題ではあります
が、未だ多くの課題を抱えているのが現状です。また、地方では、首都圏・大
都市圏の成功モデルの単なる真似ごとだけでは解決できないことが多く、地方
都市独自の新事業創出、新産業創出への仕掛け・取組みが必要です。
上田市産学官連携支援施設（浅間リサーチエクステンションセンター（ＡＲ
ＥＣ））は、信州大学との産学官連携による新事業創出、新産業創出を目指
財団法人上田繊維科学振興会
し、上田市が文部科学省の研究交流促進法の認定と経済産業省の補助金を受
（ＡＲＥＣ）
け、２００２年に信州大学内に設置した施設です。早や8年を経過し、地方都
市発の数多くの新事業が生まれてきております。さらには、「設置以来満室」
「地域中小企業１80社超の有料制会員組織の構築」「事務局少人数体制」によ
り、設置主体の公的支援にたよらない自立運営を可能にしております。「地
方」という厳しい環境下ではありますが、人財をはじめとした地域の素材を
じゅうぶんに活かし最高のパフォーマンスを出し続けています。
１２年間の地域活性化事業のノウハウを踏まえ、２０１２年度より愛媛県松山
市三津浜地区にて地域活性化事業をとして空き家バンク、空き家活用事業、コ
ミュニティアセット事業を行っている。
弊社では、地域に直接入り、地域の人々、企業とともにボランティアではな
く、事業としてのまちづくり事業の構築を行っています。

岡部

友彦

おかべ

ともひこ

コトラボ合同会社

【街や地域の新しいイメージを創り出す】
まちづくりや地域活性化プロジェクトなど、地域の活動には、様々な人の協
力が必要となります。プロジェクト自体を多くの人々に知ってもらうために
も、発信手法の検討は欠かせません。
コトラボでは、イギリスの都市再生で行われているプロジェクトのプロモー
ションムービーにならって、街の現状や眠っている「資源」を可視化させた
り、統計データを一目で分かるようなヴィジュアル化などを取り込みながら、
プロジェクトやその地域に興味をもってもらえるような映像を創っています。
http://vimeo.com/52294907
【地域の空き家と借りたい人とをマッチング】
2013年より愛媛県松山市より地域活性化事業を受託。築150年の古民家なども
多く残っている港町三津浜地区の空き家を一軒一軒調査し活用可能な物件を収
集、三津浜町屋バンクと称して広く利用者を募る。http://mitsuhamaru.com
【地域資源を活用した地場産業づくり】
日雇い労働者の街であった横浜寿町の空き部屋を建物所有者と連携して旅行者
向け宿として改装し、事業として行いつつ新しい人の流れを創り出している。
2004年から横浜寿町を拠点に街の資源を有効活用し、街に新たな産業を創る取
り組みを行っている。横浜では地域にある簡易宿泊所の空き家を活用し旅行者
向け安宿に変貌させたYOKOHAMA HOSTEL VILLAGEを運営している。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

ふりがな

所属名称

岡本

英志

おかもと

ひでし

マルチプロデュースオフィス
プラス

奥村

伸幸

おくむら

のぶゆき

別府国際観光港みなとまちづ
くり協議会

小野田

弘士

おのだ

ひろし

小野塚

喜明

おのづか

早稲田大学大学院環境・エネ
ルギー研究科

よしあき しおざわ版ダッシュ村

小幡

和輝

おばた かずき

NagomiShareFund / 地方創生
会議

折谷

久美子

おりたに

NPO法人 スプリングボードユ
ニティ２１

甲斐

寛人

かい

くみこ

ひろと

ランドブレイン株式会社

まちづくり

平成３０年４月１日現在

取組概要
経営革新や地域振興・農商工連携などは、言葉による事業化プランは立てられ
るが、具体的に実行して実績を上げるところまでたどり着ける事業者は多くな
い。机上のプランニングではなく、事業者に並走しながら、企業の潜在能力を
引き出し、営業方法やプレゼンテーション方法などもプロデュース。地域資源
と地域産業の連携す推進しながら、農商工連携・6次産業化などのアライアン
スを通じて、地域産業の振興や街づくりに貢献しています。
自然環境保全のための高山植物の保護活動・植物等の定点観測・地熱発電と自
然との共生の取り組みと提言、地域企業のCSR推進・災害速報の多言語音声、
文字表示の普及
エネルギー・資源循環、モビリティ等を専門分野としており、全国各地でのス
マートコミュニティプロジェクトや再生可能エネルギー、未利用エネルギー等
に関するプロジェクトの創出を支援している。とりわけ、自らベンチャー企業
を創業した経験を生かし、指導・助言のみならず事業化に向けた民間企業の
コーディネート、官民連携スキームの構築支援等を得意としている。具体的に
は、下記の役割を担うことが可能である。
・地域特性に応じたスマートコミュニティプロジェクト等のコンセプトデザイ
ン
・再生可能エネルギー等を活用した自立・分散型エネルギーシステムの構築
・地域ニーズに適合したソリューション（エネルギー、モビリティ、ICT等）
の構築
・企業誘致およびPFI/PPP型事業モデルの設計
・モニタリングおよび効果測定 等
四季を通して農業と観光の結び付きをツーリズムへ
のろしプロジェクトでは自立型事業へ
産業廃棄物処理場計画から環境モデルへ
各地へ講演活動
地方創生会議は47都道府県すべてから起業家・公務員・政治家・クリエイ
ター・学生などが参加する地方創生のプラットフォーム。全国のローカルプレ
イヤーがつながり、事例共有や共同プロジェクトなどが生まれ、その取り組み
を支援することで地域の活性化に繋げる。 また、「NagomiShareFund」は株
式による出資ではなる売上のレベニューシェアで回収するモデルを採用。これ
により、既存のファンドが投資しづらい、地域の名産品や伝統工芸品などへの
支援を実現。さらに、クラウドファンディングを活用した起業支援を全国各地
で行っている。
地域の人や行政の人、様々な人と協力しながら、人づくりまちづくりを通じ
て、住んでいる人も訪れる人も函館のまちを好きになってもらいたいと活動し
ています。
○みなとまちづくりの活動では、函館イカマイスター取得により函館市の魚で
あるイカの出前講座に力を入れています。
○おもてなしの気持ちをこめて、国道５号函館新道、道道函館空港線、ＪＲ函
館駅などで植栽維持活動を春から秋まで実施。函館新道の活動では、平成22年
５月「全国みどりの愛護功労者国土交通大臣表彰」受賞。
○手作りキャンドルで道路沿線を飾る「シーニックdeナイト」で、地域一体と
なって冬の函館観光を楽しく盛り上げています。
中心市街地商業活性化アドバイザーとして、中心市街地活性化基本計画の作
成、中心市街地活性化協議会の運営に関するアドバイス等を行ってきました。
また、中心市街地タウンマネジャーとして現場における実践的な活動も行って
きました。また、商店街活性化アドバイザーとして、商店街の活性化に関する
アドバイスも行っています。
地方創生の人口ビジョン・総合戦略の策定支援や、総合戦略に基づく地方創生
のための事業の立ち上げ支援に携わっています。

海津

柿崎

ゆりえ

邦雄

かいづ

かきざき

ゆりえ

くにお

文教大学国際学部

・１．資源調査（宝探し）の支援
岩手県二戸市や南大東村など、里山や離島等での資源調査に関わってきまし
た。住民とともに宝探しをし、そこからイノベーションを興す活動を支援して
います。答えは観光ばかりではなく、ブランド開発等へも展開していきます。
・２．エコツーリズムの推進
西表島や裏磐梯等でエコツーリズムのスタートアップの支援を行ってきまし
た。このようなエコツーリズム推進地域への全般的アドバイス（推進方策、人
材育成等）を行います。・
３．宝探しからエコツーリズムへ―観光まちづくりへの支援
地域づくりは長い年月をかけ、多様な人とのネットワークを広げながら進める
ものです。数年かけて、宝探しからエコツーリズムの推進までの経緯をトータ
ルでサポートします。
・４．その他
学生参加型調査、プロのガイドとの協働によるツアー開発、日本エコウォーク
環境貢献推進機構との連携による「まちあるき」の開発等、私のチャンネルを
活かした支援が可能です。

○改正街づくり三法による街づくり
・基本計画策定に関する取り組みへのアドバイス
・法定協議会及び街づくり会社設立に関する取り組みへのアドバイス
元気な街づくりコンサルタン
○改正街づくり三法に基づかない街づくり
ト
・街づくりへの基本的な取り組み方法へのアドバイス
・ソフト･ハード事業の取り組み方法へのアドバイス
・人づくりから始める街づくりの取り組み方法へのアドバイス

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

ふりがな

所属名称

まちづくり

平成３０年４月１日現在
取組概要

問題解決・企画創造のグランドデザイナーとして、組織、地域の問題解決や
人々や地域の夢の実現に取り組んでいます。
１）コーディネイト・プロデュース
地域住民、行政、企業、外部専門家など関係者の協働体制を構築。対立を超
え、各種技術、仕組みを含む協働体制を創造し、問題解決、企画を実現に近づ
けます。本手法では、「仕組みの中核・デザインをどのように作るか」が最大
要点になるので、テーマはあまり問いません。下記の例の他、震災など災害復
興、ヘルスケア、食、農、社会貢献の資金調達など様々なテーマでの問題解決
を行っております。
【環境分野事例】関係者協働体制の構築による環境汚染地域の問題解決。地域
のダイオキシン問題解決（ダイオキシン排出量は、住民、行政、事業者の連携
により、焼却炉技術だけでは出せない成果が出せる）。「省エネをすると経営
がよくなる（省エネ以上の収益効果）」という新メソッドの民間企業群への導
入により、地域の企業群が環境に良い活動と経済的発展を両立させる。

笠原

秀紀

かさはら

ひでのり いなほコンサルティング

２）新規事業開発（地域版、全国版）
企業1社の事業開発ではなく、地域モデル化、全国展開により、地域や広域的
な活性化、業界および経済活性化の実現支援。
【事例】フロン回収技術の開発・技術公開・フロン回収事業の立ち上げ。全国
の行政システム（冷蔵後、空調回収）と連動し、行政と協働する地元の小規模
事業者の新ビジネスモデル構築。業界は事業用設備等からのフロン回収の新規
事業成立。派生事業含み、年間数百億円の市場に成長。
３）（地域の）問題解決スキルアップ支援
地域の「問題解決ができる力」を向上させていく。前掲１）コーディネイトお
よび、２）のスキル・ノウハウの一部を地域に渡していく。問題解決するのは
地域であり、地域住民。前掲１）２）よりもこちらの方が地域活性化力は格段
に向上する。前掲１）は当方が引き上げた後に衰退するケースもある。
４）（地域の）企画・創造力開発支援
地域の未来や願うビジョンを地域の人々で達成できるように、アイディアを出
し、夢の実現、問題解決ができる力を向上させていく支援。主役は地域の人々
である。当方のノウハウを地域に移していく支援。前掲３）と同様に、地域の
力が向上する。
５）災害復興＆予防_BCP/M融合メソッド
阪神大震災以降、現場復興コーディネイト、BCP/M（事業計画マネジメント）
支援、および、それらを融合した支援。個別企業や組織のBCP/Mを超えた、地
域（連携）BCM構築の支援。

風間

教司

春日

隆司

片岡

由美

加藤

慎一郎

かざま

きょうじ

有限会社

自宅を改装しカフェ「饗茶庵」をオープン以降、元連れ込み宿や築１００年の
商家、など廃屋をリノベーションしたカフェ「日光珈琲 玉藻小路」「日光珈
琲 朱雀」「日光珈琲 御用邸通」と北欧服飾雑貨店を栃木県内にて展開。珈琲
の焙煎、卸、カフェ＆フードビジネスコンサルティングを行う。
風間総合サービス また、起業家育成事業「ネコヤド大市」、商業者による地域活性プロジェクト
「DANNAVISION」を手がけ、地域づくりと担い手づくりを行っている。
２０１５年より日光例幣使街道鹿沼宿旅館再生プロジェクト「CICACU」始動。
現在、旅館業のオーナーでもある。

○地方創生総合戦略
○森林バイオマス活用による地域振興
○二酸化炭素吸収・削減クレジット創造
特定非営利法人しもかわ森林
○環境未来都市
かすが たかし
未来研究所（北海道下川町）
○自然資本
○持続可能な開発目標（SDGｓ）準拠のまちづくり
○その他地域振興全般
●「観光」に関すること→マップづくり、シンポジウムコーディネート
●「まちづくり」に関すること→ イベント企画・実施、まちづくりーク
ショップ
一般社団法人 東京都中小企
●「商業活性化」に関すること→ 商店街・個店コンサルティング、商店街青
かたおか ゆみ
業診断士協会 城南支部
年部勉強会
の実施、創業セミナー・相談、空き店舗対策
●「食」に関すること→ 地域産品などの開発、人材育成（特に女性）
（１）まちづくりに係わる企画・提案
（２）集客施設整備（マグネット機能の強
化、開発、オペレーション）
（３）地域活
性化ソフト事業（集客・回遊ソフト事業、空き店舗・空地活用、地域資源活
かとう しんいちろ （株）加藤地域政策プロ
用）
（４）地域活性化計画づくり（課題抽出と課題解決に向けた活性化計
う
デュース
画づくり、ＰＤＣＡサイクル によるタウンマネジメントの精度向上）
（５）地域活
性化組織づくり（発展段階に応じた組織づくり、中心市街地活性化協議会の設
立・運営）

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

加藤

加藤

兼古

唐橋

川口

せい子

誠

哲也

宏

真

ふりがな

かとう

かとう

かねこ

からはし

かわぐち

所属名称

まちづくり

平成３０年４月１日現在
取組概要

せいこ

「一人ひとりの夢が実現し希望と笑顔が生まれ幸せの和が拡がる」を目的を達
成するために「一人一品」の考え方を元に、一人ひとりの夢を実現させる場と
して「みちくさ小道」の運営を行っている。※一人一品とは、その人の一番の
輝き多様なステークフォルダーの集合体に特徴である。
★みちくさ小道から派生して出来た取組
・中山間の地域資源発掘
・里山×子育て体験
・商品の販路開拓
・地域文化の伝承
・人財育成（インターンシップ、研修事業）
・仕組みづくり（小・中・高校生をつなぐ）
NPO法人吉備野工房ちみち/千
・健康増進
道株式会社
・防災・見守り
・交流観光体験プログラム
★みちくさ小道の仲間たち
・湯原っしい（真庭市）・大分みちくさ小道（大分市）・伊達ルネッサンス（
亘理町、山元町、新地町）・石巻に恋しちゃった(石巻市)・Re;us
world（気仙沼市唐桑）・さんりくさんぽ（宮城県気仙沼市本吉地域）・・か
んぱく（香川県観音寺市）・・เทศกาลของดีเมืองสุรินทร์（タイ国スリン県）
★ＪＩＣＡ研修プログラムとしても活用（アジア太平洋大学×みちくさ小道）
７年間で４５ヵ国（アジア、アフリカ、アンデス地域）４００名近い行政官、
実施関係者、生産者が地域開発に必要なコミニティ・キャパシティ開発を学
ぶ。

まこと

株式会社ジェイティービー

近年ツーリズム産業を取り巻く環境は急速に変化しており、従来型のツアース
タイルではマーケットニーズに応えることは不可能となっています。旅行会社
が主導してきた発地型のマスツーリズムから、地域社会が主体となる着地型の
ニューツーリズムへと時代が移りつつあり、暮らしや文化など地域固有の魅力
を生かした旅の創出が求められています。
JTBグループでは、事業ドメインを総合旅行業から「交流文化事業」に進化さ
せ、国の成長戦略と位置づけられた観光を基軸とした交流人口拡大による地域
活性化を推進しております。これまでの発地でのマーケティング活動にとどま
らず、着地においては地域行政・住民を巻き込んだネットワークの構築、地域
魅力を生かした旅行商品の開発・流通支援、地域ブランディング、観光まちづ
くり、など、地域の皆様とともに地域視点での取り組みを全国各地で進めてお
ります。観光振興プランの立案、人材育成、着地型旅行商品の開発等、地域の
マネジメント活動に積極的に取り組んでおります。

てつや

平成１９年２つの町の合併によって生まれた山と町場の交流が地域を見直す
チャンスとなり、庄内町唯一の観光宿泊施設「月の沢温泉北月山荘」で、一度
は閉店した食堂を地元主婦グループらの協働で主婦レストラン「やまぶどう」
を開業した。使用する食材は地元で採れた山菜や新鮮野菜においしいお米と
北月山自然景観交流振興プロ いった地場産100％の素材、その食材本来の味を大切にした地元料理が好評
で、利用者の増加に結びついている。平成２６年から「やまぶどうの会」が町
デューサー
の淡水魚養殖施設の指定管理者となって、町の特産品でもあるイワナの養殖販
売の運営をしている。また、北月山自然景観交流施設振興プロデューサーとし
て、北月山荘を拠点に自然体験や農業体験等グリーン・ツーリズムの推進、地
元高校への観光出前講座等を実施している。
１９９１年に会津地方の幅広い関係者の参加による「会津そばトピア会議」を
設立し、「日本一のそばの郷づくり」を合言葉に多彩な活動を展開することに
よって、会津そばの地域での広がりや全国的なブランド化に努める。また、そ
ばの栽培面積も飛躍的に拡大するとともに、そばを核とした観光事業や地域間
交流事業を積極的に展開。
1985年全国のそば振興ネットワーク「全国麺類文化地域間交流推進協議会(全
麺協)を発足、以後日本そば博覧会を各地で開催指導、同時に全国各地でそば
による地域づくりの指導を実施、また、素人そば打ち段位認定制度の全国認定
審査員として各認定大会で審査員を務め、段位認定者は1万人を超えるまでに
なる。
全国各地の「そばによる地域活性化」の指導を実施中

ひろし

（有）會津きり屋

まこと

食中毒の風評被害によって、地域経済が危機に直面した事から、万が一にも食
品事故を起さない取り組みとして、漁場・市場・加工・流通までを一貫した浜
の高度衛生管理システムの｢地域ハサップ」を樹立して、11年を経過。今や
「地域ハサップ」は町の誇りや魅力として、鮭や帆立貝のブランド化に大きな
貢献をしている。 又、この活動を消費者に知らせるために、漁港などの生産
標津町産業クラスター創造研 現場を開いて消費者への「観光体験の拠点」としての活用を図った「標津版エ
コツーリズム事業」を創設し、鮭の荷揚げや水産加工などの産業現場体験や漁
究会
業者との交流を中心に、農業も含めた産業や生活、自然など町の足元にあった
｢何気ない地域資源」を「体験観光素材」として磨き上げ、町民ボランティア
観光ガイドの養成と組織化の融合によって、今や20校余りの修学旅行が関東・
関西方面から訪れる「目的観光地」として成長した。これは、生産現場を開く
という「産業の観光化」によって、「観光が産業化」したものである。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

川崎 克寛

河崎

妙子

河部眞弓

菊池

岸川

木田

新一

政之

悟

ふりがな

かわさき

所属名称

かつひろ 徳島大学

まちづくり

平成３０年４月１日現在

取組概要
2010年より内閣府地域社会雇用創造事業（ソーシャルビジネスネットワーク大
学四国キャンパスのインターンシップ事業）のメンターとして関わり、四国の
学生と地域企業とのマッチング・コーディネート活動に携わる。また、四国経
済産業局主催の企業向けセミナーにおいて、コーディネーターとして参加。
2011年3月から、東北での支援活動「つなプロ」に参画し、エリアマネー
ジャーとして、現地にて地域住民の生活サポート、ボランティアスタッフの
コーディネート活動のほか、同年6月より、ソーシャルビジネスネットワーク
大学四国キャンパスの復興支援インターンシップ事業である、岩手県陸前高田
市で行われたT-ACT事業にも参画し、現地ディレクターとして、50名を超える
学生を受入れ、地域再生プロジェクトのコーディネート活動を行っている。
2014年、ネパールの地震復興支援活動を行う。2016年2月より徳島大学特別准
教授・COC+推進コーディネーターとして、文部科学省の「地（知）の拠点整備
事業（COC+事業）」に携わる。

（有）河崎妙子事務所

有限会社 河崎妙子事務所はコンセプト作り、店舗レイアウト、メニュー開
発、スタッフ教育、広報活動など、1店舗を立ち上げるためのノウハウを提
供。特に女性の立場から見た店舗のプロデュースやメニュー開発を得意として
います。主な活動範囲は、
①「食」に関すること→食材研究、商品開発、人材教育、料理講習会の実施等
②「観光・交流」に関すること→コンセプトに合わせた商品開発、店舗の立ち
上げ等
③「学び」に関すること→食材研究、ワイン、チーズ、スパイス等の使い方や
知識についての勉強会を実施、薬膳料理の勉強会等、各地の食材を生かした幅
広い講習会を実施

かわべまゆみ

音楽で地域を元気に！
KAWAVEX・石州犬研究会

1空き家活用・定住促進 2コミュニティ・ビジネス 開発支援 3地域マーケティ
ング、特産品開発 4地域のIT化促進、ネット通販 5交流促進、田舎ツーリズム 
これらの現場での活動を通して痛感する今後の地域振興課題や解決のポイン
トなどを歌詞にして楽曲を製作し「Kawavex」としてトーク＆ライブ活動も行
なっています。（例）UIタンゴ（定住促進はUIターンしたその後が重要）・空
き家のロッケンロール（全国820万個超の空家の嘆き）・このままでエンカ！
（少子高齢化、人口減少、本当にこのままで、ええんか？）・地場サンバ（地
場産業をマーケテングして地域を世界に売り込もう！）等

きくち

遠野のグリーン・ツーリズム研究会の立ち上げから、今日までグリーンツーリ
ズムの振興に関わる。ふるさと公社では、道の駅[遠野風の丘」の立ち上げ、
コミュニティビジネスの振興に関わる。商工観光課では、コミュニティビジネ
スを取り入れた、ショッピングセンターの再生に関わる。現在、震災の被災地
特定非営利活動法人 遠野
山・里・暮らしネットワーク や東北各地においてソーシャルビジネスの立ち上げをキーワードに、農家民
宿、農家レストラン、産地直売所、農産物の加工など、六次産業化や農商工連
携の起業支援を行っている。
また、グリーンツーリズムの実践、着地型旅行業への参入などを行っている。

かわさき

しんいち

きしかわ

きだ

たえこ

三重県多気町にある相可高等学校食物調理科調理クラブが運営する高校生レス
トラン「まごの店」やその先輩が運営する惣菜とお弁当の店、（株）相可フー
ドネット「せんぱいの店」など、コミュニティビジネスの手法を取り入れた地
域おこしに取り組む。これらの取り組みは、国土交通省ふるさと手づくり賞大
賞、総務大臣優秀賞など多くの賞を受賞し、２０１１年５月からは「高校生レ
ストラン」と題しテレビドラマ化もされ話題を呼んでいる。
また、高校生などの若者（未来の大人）たちと地域ビジネス創出事業（Social
Business Project、略称：SBP）にも取り組んでいる。ＳＢＰは、地域の課題
をビジネスの手法を用いて解決していこうというもの。具体的には、自分たち
百五銀行／皇學館大学／（一
のまちの魅力・地域資源（ひと、モノ、自然、歴史、名所旧跡、産業等）を
まさゆき 社）未来の大人応援プロジェ
知って地元愛が育ち、地域資源を生かしたビジネスを立ちあげ、自ら働く場を
クト
確保することで地域に残れる仕組みをつくっていくもの。高校生レストラン
「まごの店」等を先進事例に、2013年4月に三重県立南伊勢高等学校南勢校舎
で最初のＳＢＰを立ち上げ、その後このような地域に根ざした取組が全国に広
がっている。そして、ＳＢＰ活動に取り組む高校生が集い研鑽する”全国高校
生交流フェア”は、２０１７年から文部科学省の共催事業となっている。
現在は地方の活性化をテーマに、全国各地で「“まちづくり”、“商品開
発”、“生き方・考え方のヒント”などをテーマにした講演やワークショッ
プ」も多数開催するとともに、市町村、ＮＰＯなどのアドバイザーとしても活
躍している。

さとる

●設立目的
（一財）日本スポーツコミッションは、スポーツをまちづくりや地域の活性化
の手段として捉え，スポーツの有する多様な機能を活用したまちづくりや地域
の活性化に資する調査研究や活動を行うことを目的として設立しました。
●活動内容
・各種スポーツを活かしたまちづくりや地域活性化に資する調査研究：自治
（一財）日本スポーツコミッ 体等からの調査等の受託
・スポーツを活かしたまちづくりや地域活性化に資するｾﾐﾅｰ・研究会の開
ション/日本大学
催：スポーツコミッション研究会・サイクリズム推進研究会の開催
・スポーツを活かしたまちづくりや地域活性化に資する本・冊子等の発刊
・スポーツを活かしたまちづくりや地域活性化に資する会員事業：スポーツ
コミッション連絡協議会の運営
・商標である「スポーツコミッション」の的確な使用に向けた講演や執筆活
動等の実施

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

北尾

北野

北村

洋二

尚人

省一

ふりがな

きたお

きたの

きたむら
ち

所属名称

まちづくり

平成３０年４月１日現在
取組概要

ようじ

「地域のために、地域を越えて」及び「新卒採用で地方創生」をミッションと
した、新しいタイプの「創職」サポート・「ジョブメーカー」として日々活動
しています。メディアのアレンジメントから出版・広告代理・編集プロダク
ション、まちづくりコーディネート・社会調査、ワークライフバランス、男女
共同参画推進、障害者雇用支援、新卒採用支援に至るまで、地域活性化から企
業活性化までをカバーします。「ご縁と感謝の経営」を軸にしながら、「ひと
づくり まちづくり くにづくり」をモットーに活動を展開しています。
● 地域活性化と発展は「雇用・就職」から／学生、企業、地域社会の立場を
しっかり理解し、お互いの納得度を高める就職支援と企業の採用支援（採用ノ
ウハウの提供、経営指導など）、そして地域コミュニティとしての場づくりを
行なっています。（実績：文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推
進事業（COC+）」、厚生労働省「地域人づくり事業」、島根県庁、山口県庁、
大阪府大阪市、岡山県岡山市、山口県山口市・下関市・岩国市、島根県益田市
など）
株式会社ザメディアジョン・ ● 地域資源の掘り起こしを「若者目線」で／アクティブラーニング（サービ
リージョナル／大分県立芸術 スラーニング）の手法を用いたフィールドワークで、地域の課題を若者目線で
文化短期大学 情報コミュニ 改善提案。「連携」という言葉の枠を越えた、地域づくりを展開しています。
（実績：文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業
ケーション学科
（COC+）」、厚生労働省「地域人づくり事業」、日本環境協会「いきものみっ
けファーム」及び「こどもエコクラブ」、各自治体「まちづくり講演会」、
ソーシャルネットワーキングサービス（SNS／facebook、twitter、Instagram
など）を活用した情報発信事業及びイベント企画、SNSに関する利用実態調
査、地域の魅力度調査、大分県竹田市・豊後高田市・姫島村、山口県山口市・
下関市・宇部市、島根県江津市、高知県宿毛市、宮崎県串間市、山口銀行・山
口フィナンシャルグループなど）
● 地域の歴史をテーマとした研究活動、魅力発見及び研修事業展開／歴史街
道・萩往還散策マップ実行委員会、夢街道ルネサンス、知覧研修、萩・松下村
塾をテーマとした現地調査活動、月刊松下村塾・月刊高杉晋作・龍馬と長州等
の歴史ムック発刊とプロモーション、日本風景街道などの調査研究及び産学連
携のフィールドワークを実施しています。（実績：文部科学省「地（知）の拠
点大学による地方創生推進事業（COC+）」、鹿児島県南九州市、山口県周南
市・萩市・山口市・防府市・下関市、宮崎県串間市など）

ひさと

・「地域絆と東京鮮度」をモットーに、マーケティングやコミュニケーション
の知識・ノウハウを活かし、地方都市ならではの情報や時間面での真の豊かさ
の実現支援に向けて活動中。
・今街中で起こっていることが分かれば、すぐに駆けつけられるサイズのコン
パクトシティだからこそできること、ワークライフバランスの良さをどう生か
すかを模索中。
・博報堂のブランディング・ノウハウを活用した「地ブランド構築」支援活動
も展開中。
特に、最近は、農
産物や水産物のブランド化、地方都市のブランド化、地方ならではの「食」の
ブランド化、等に関してもチャレンジ中。
・「瀬戸内
海」と「中国山地」「山陰地域」の魅力の棚卸しを、辛口の他所者視点に立っ
て推進中。
・大学へ移ってからは、マーケティング、コミュニケーション、メディア、広
告、広報、プランディング等を研究。
・学生に対しては、従来の常識に捉われない柔軟な発想で、物事を見つめ考え
ることを指導。

しょうい

広島経済 大学経済学部 メ
ディアビジネス学科

株式会社サイテック

【地域産業支援】 情報社会における企業のファインダビリティ（見つけても
らうこと）をテーマに、企業活動 の存在を知ってもらう基盤づくり（SmartPR等）、集客事業戦略を中心に取組んでいま す。具体的には、チラシづく
り、メディア活用を提案し、売上げ直結の支援を目指しています。
【地域づくり（人材育成・産業振興）】 ・80年代後半、経済成長が鈍化する
中、地域振興（人材育成、産業振興）等の観点から 公立等の大学づくりが熱
心に行われてきました。福岡県、広島市、神戸市、滋賀県、兵 庫県、和歌山
県などで大学整備に向けた企画提案、構想づくりのお手伝いして参りまし
た。中でも、広島市立大学や滋賀県立大学が設立され、地域に根差す先進的な
大学と なっています。
【自然資源調査】 各地の河川整備に伴う自然環境調査、福岡の那珂川、和歌
山の日置川（河川水辺の国 勢調査）などでは魚介類調査を行い、地域資源と
その活用環境について明らかにし保全と創造の方向を提案しました。平成24年
には高浜町の産業振興のため、青葉山の植 物調査を行い、有用植物の選出を
行い、植物資源を活用した事業提案をしました。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

吉川

真嗣

ふりがな

きっかわ

しんじ

まちづくり

所属名称

取組概要

新潟県村上市は歴史ある城下町。平成９年、大規模な近代化計画が浮上。この
中、町を守るための活動を開始した。それまで日陰の存在だった村上の古い町
屋のもつ価値に光を当てる取り組みだった。町屋を活かし街の賑わいを取り戻
せればきっと近代化を食い止めることができると思ったのだ。平成１０年、生
活空間である江戸や明治の町屋の内部が村上の財産だと確信し、生活空間であ
る町屋の公開を２２軒で始めた。話題を呼び、それまでゼロだった旅人が町に
訪れ変化が起こる。更に２年後、タイムスリップしたような町屋の中に人形や
屏風を展示して公開する「町屋の人形さま巡り」「町屋の屏風まつり」を企画
し、旧町人町の町屋６０軒で開催。一年を通し全国から30万人が訪れる町にな
る。しかしなおも近代化が推進されようとするその中、平成1４年、市民自ら
村上町屋商人会
村上のあるべき姿を示そうと歴史的景観作りを開始。「黒塀１枚1000円運動」
チーム黒塀プロジェクト
むらかみ町屋再生プロジェ を行い、ブロック塀だった塀を市民の力で黒塀に変える「黒塀プロジェクト」
を行う。これまでに460ｍの黒塀が完成した。平成16年、町屋再生プロジェク
クト
トを開始、町屋再生のための市民基金をつくり町屋の外観の再生を開始した。
平成26年からは空家の再生も手がけ、市民による全国で初めての取り組みで外
観再生、空家再生あわせて現在41軒が再生。街は徐々に城下町の風情を取り戻
しつつあり、一年を通しての街の活性化につながってきている。
一人から始めた取り組みだが、仲間ができ、やがて組織を成し、そして事を起
こし、逆境の中にあって、市民の意識を変えながら町を動かす強力な運動体へ
と発展した。行政に頼らない市民主導のまちづくりとして全国から注目を集め
ている。

平成６年
７年
める

衣笠

木下

愛之

斉

きぬがさ

きのした

よしゆき

ひとし

平成３０年４月１日現在

(有)夢前夢工房
庫大地の会

・農業規模拡大を決意する（専業農家へ）

・経営改善計画認定取得する（認定農業者）・無農薬栽培本格的にはじ

９年 ・生きがい農園を主催する
１１年・農業生産法人設立 ・夢そば作付け開始 ・小学校農業体験に関わる
１２年・青空市場「夢」設立 ・夢そば推進協議会を結成する
１５年・特定農業生産法人認定される ・夢そば乾麺完成 ・ひょうご安心ブ
ランド取得（無農薬認定）
（株）兵
１７年・新規就農研修施設「夢工房」を設立する
１８年・環境創造型農業兵庫県モデル地区に認定される（１０ha）
２０年・食育アドバイザー指導を始める ・第1回田んぼアートを開催 ・地
元スーパーとの連携開始
２１年・姫路市夢さき夢のさとの指定管理者になる（夢やかた）・農家レスト
ラン「夢工房」オープン
２２年・産官学連携商品開発への取り組み、米粉食品指導員免許取得（（財）
日本穀物検定協会）
２３年・６次化法認定（農林水産省）、食と地域の交流推進事業認定（平成２
３～２４年）
２４年～２５年・イチゴハウス（37a）、直売所「夢街道farm67」開設

一般社団法人エリア・イノ
ベーション・アライアンス

"地域の中心的なチームを組織して新たな事業を創り、その事業経営を通じて
地域の抱える経済的・社会的課題を解決するのが、私のスタンスです。
・1998年、早稲田商店会における環境を切り口とした商店街活性化に参画。
「エコステーション」の運営を通じて、1999年より全国リサイクル商店街サ
ミットを開催（現在までに全国で13回開催）。さらにネットを活用した情報共
有を行い、2000年度新語流行語大賞「IT革命」受賞。
・2008年には熊本市内における不動産価値の向上を目指し、熊本城東マネジメ
ント株式会社を設立。不動産・店舗経営にかかる契約を一本化にすることでコ
スト削減と業務品質改善、まちづくり基金の創出する、エリア・ファシリ
ティ・マネジメント事業を立ち上げる。現在、北海道から九州まで全国各地で
同様の事業を立ち上げている。
・2009年には全国各地の事業型まち会社とそれを共同で推進する民間企業や専
門家によるアライアンス団体、一般社団法人エリア・イノベーション・アライ
アンスを設立。現在11都市のまち会社が加盟し、共同で事業開発を推進してい
る。
・2011年からは、エリア・イノベーション・アライアンスにおいて、新たな事
業開発プログラムである「エリア・イノベーターズ・ブートキャンプ」を定期
開催。全国から参加者が集まり、事業開発に取り組み、成果を挙げている。さ
らに、インターネットを活用した事業プログラム販売などのプラットフォーム
開発にも着手、まち会社が物理的な制約を越えられるよう、オンラインでの事
業開発・経営推進を図っている。・2013年には公民連携事業を推進した実績か
ら、地域活性化伝道師を務めるアフターヌーンソサエティの清水氏、CRA合同
会社の岡崎氏と共に一般社団法人公民連携事業機構を設立し理事を務める。同
社では2015年より東北芸工大と提携し、公民連携プロフェッショナルスクール
を開校し、自治体、民間横断での全国的な公民連携事業家の育成に当たり、既
に全国で30以上の公民連携によるまちづくり事業の立ち上げにつなげている。
さらに今年からは都市経営プロフェッショナル・スクールへと進化させ、幅広
い都市経営課題解決に対応する。インターネットと実地研修を組み合わせ、現
場をもつ人々が互いに他の地域をもサポートできる体制をつくりあげること
で、自立した地域づくりをサポートする。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

久保

熊倉

栗原

小出

智

浩靖

秀人

宗昭

ふりがな

くぼ

さとし

くまくら

くりはら

こいで

所属名称

プロジェクト熊野

まちづくり

平成３０年４月１日現在

取組概要
熊野市役所在職中は、地域資源を活用した特産品開発として「さんま醤油（魚
醤）」や「どぶろく」など新たな特産品の開発に関わる外、直販や異業種連
携、ローカルネットを活用した地域産品の新たな販路を開拓してきた。
また、漁業の再活性化を図るため、安全安心の水産物生産や販路開拓について
ハード・ソフト両面から取り組みを行った。
個人の取り組みとしては、女性・中高齢者を社会資源と捉えたコミュニティビ
ジネスの振興に関わる外、園芸による社会弱者の社会参加を支援する「くまの
園芸福祉倶楽部」に参加しててきた。
１９９８年からは都市と大学と村とをネットワーク(村都連携・村学連携)する
「プロジェクトくまの」の現地世話人として活動している。

ひろやす 群馬県立女子大学

（１）小学校区等を単位とした地域づくりを歴・文化資源を生かして支援
（２）市町村行政評価・ガバナンス改革をベンチマーキング手法で分析・支援
（３）環境省環境評価プログラム「エコアクション21」普及・啓発
（４）大学では、内発的発展論、ワークショップ、上野三碑、東国文化、地球
環境と群馬、上毛かるたなどを講義

ひでと

「水の価値」は用水供給の他、街並み形成と品格、癒しと遊び、生態系保全、
産業・観光などの地域産業等々多面的に及びます。一方で、災害、渇水、水質
汚濁等々の水の脅威」も私たちを取り巻いています。先人たちの「水の脅威」
と闘いながら、「水の恵み」を得続けるための累々とした努力の積み重ねの上
に、今日の私たちの暮らしや地域社会が育まれています。「水」は地域の宝で
すが、ややもすれば豊かさと便利さの中で、そのことを忘れてしまい、水辺か
らも遠ざかってしまいがちです。何もしなくても「水の恵み」が得続けられる
と思っているかもしれません。改めて、地域の皆さんと一緒に､現地踏査､ワー
クショップ､パネルディスカッション等の参加型･協働型取り組みを行い､①地
域ごとの『「水の脅威」と「水の恵み」の再確認』 ②先人達が残した有形無
形の『水遺産探し＝地域の宝探し』 ③『水を上手に付き合うこれからの街づ
くりの姿、目標像の共有（水辺づくり、水に強い街づくり、水を活かしたまち
づくり、循環型社会づくり等々）』 ④目標の実現を目指した公共･市民等の
それぞれの行動計画（加害者と被害者等の立場を踏まえた協働・参画、責任と
役割分担等）』等を明らかにし、地域総ぐるみ活動を展開していきます｡中で
も、「下水道の価値と機能」を活かした新しい水環境づくりや下水道と一体と
なった農林水産業の展開による地域づくりを取りまとめていけたらと思ってい
ます。

むねあき

下水道広報プラットホーム

2001年2月から今日までの17年間に、規模、産業構造共に全く異なる3都市
で計4箇所の公的創業・産業支援施設のたちあげと運営に関わり、これらの施
設を核とした地域活性に取り組んできました。拠点が変わってもパフォーマン
スが落ちることはありませんでした。施設が立地する場所や、その性格（イン
キュベーター・中小企業支援センター）に関係なく、公的産業支援プロジェク
トを成功させるノウハウを確立させた結果だと自負しています。
活動の中核になっているのは、地域の既存事業者やこれから起業しようとし
ている人達が抱える経営課題を一緒になって解決する、ビジネスコンサルティ
ング業務です。必要とされる技術をもっているのに、そのことが顧客にうまく
伝わっていなかったことで業績が伸び悩んでいた企業に対し、「強みの見える
化」につながる新サービスを企画提案したところたちまち売上をV字回復させ
た事例や、機械が古いせいで小ロット生産しかできず廃業を覚悟していた企業
に対し、弱みと捉えていた「小ロット生産」を「強み」として打ち出す新戦略
を企画提案し売上倍増を実現させた事例など、これまでに1,300件を超える新
規事業立ち上げを支援してきました。
2008年7月に独立し立ち上げた自社で運営を受託した富士市産業支援セン
ターf-Bizでは、開設にあたり、それまでの経験と富士市の人口26万人という
富士市産業支援センターf-biz データをふまえ、計画では月間25件程度の来場相談件数を見込んでいました。
ところが開設から1年間の平均来場相談件数は130件を超え、現在は月間360組
以上の事業者が訪れる施設になり、これまで寄せられた相談からは1,000以上
の新商品や新サービスが生まれるという、全国的にみても最も活性化した産業
支援施設となりました。
2013年8月には、これから開業をめざす若い起業家の卵たちの利用を促す施
設「f-Biz egg（エフビズエッグ）」を併設。現在双方合わせ、年間で4,000組
以上の来場相談を受けています。テレビや新聞等マスコミから「日本で最も活
性化した創業支援施設」などとして注目され、中央官庁や他の支援機関、自治
体からの視察が絶えず、2014年に政府が全国47都道府県に開設した「よろず支
援拠点」のモデルになったほか、f-Bizをモデルにした取り組みに着手する市
町村も出始めました。2013年には愛知県岡崎市が「岡崎ビジネスサポートセン
ターOKa-Biz（オカビズ）」を、2015年には熊本県天草市が「天草市起業創
業・中小企業支援センターAma-biZ（アマビズ）」をそれぞれ開設し、f-Bizを
超える勢いで地域事業者の支持を集めています。2016年度には岐阜県関市、広
島県福山市、宮崎県日向市などが、2017年度には長崎県壱岐市、島根県邑南町
などが自らの自治体で”○○-Biz”を開設し、2018年1月現在でf-Biz以外に15
の”エフビズモデル”が全国で稼働しています。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

五井渕

古賀

古川

小島

利明

方子

充

大

ふりがな

まちづくり

平成３０年４月１日現在

取組概要
様々な側面から地域と人を活性化させるつながりづくり・きっかけづくりに取
り組んでいる。
◆「Non-Purpose～首都圏のWA」の幹事として、参加者のソーシャルアクショ
ンのきっかけの場となるよう、月に１度のペースで様々な企画を開催してい
る。
◆全国各地の地域づくり団体によるプレゼンテーション＆ワークショップ企画
「風のたより」実行委員会副代表として、各地の地域づくりを全国に発信する
ごいぶち としあき ＮＰＯ法人ＣＲファクトリー
ことに取り組んでいる。
◆ＮＰＯ法人「CRファクトリー」のコンサルタントとして、コミュニティ支援
事業を通して、世の中にあたたかく良質なコミュニティを創出・支援すること
に取り組んでいる。
◆岐阜県恵那市の「心の合併」を生んだ映画「ふるさとがえり」を上映会形式
によって各地に展開し、全国で人と地域の絆を見直し語り合う場を創出してい
る。
「全国街道交流会議」には、街道や歴史文化を活用して地域づくり、交流・連
携に取り組む全国の自治体、民間団体、個人が参画している。全国大会の開催
特定非営利活動法人 全国街 やまちづくり情報の共同発進などを通じてネットワーク化を進めるとともに、
こが
まさこ
国、県、市区町村、住民間の連携をコーディネート。「往来再生」と「地域の
道交流会議
自立」をテーマに、各地で官民協働によるみちおこし、まちおこし事業に取り
組んでいる。

こがわ

こじま

所属名称

みつる

・神奈川県庁から人口２０００人の小さな君田村役場に転職する。
１９９６年から宿泊、温泉などを備えた道の駅整備による村づくりを担当し、
１５年間事業の責任者を担う。住民２４０人の第３セクター経営により、年間
利用者２５万人の地域振興の拠点施設として持続経営の展開の基盤づくりを行
なう。経営に従事する中で、収益の一部を村役場に５億３千５百万円の寄付を
行なう。これを、村は、将来の施設修繕に充てる基金化する。
事務局や責任者として仕掛け続けた、組織、集落が下記を選奨
・２０００年
地域住民が連携した農村振興が認められ「豊かな村づくり賞
古川行政書士事務所/地域経営 農林水産大臣賞」
・２００４年
道の駅を核とした地域振興が認められ「立ち上がる農山漁
コンサル 合同会社なるさ
村」に選定
・２０１６年
中山間直接支払活動が評価され「中四国農政局長表彰最優秀
賞」
・地域振興組織が持続可能な取り組み方策の選択として、組織の法人化、組織
運営の指導
・第３セクター経営の改善支援
・２００４年 「地域産業担い手たち・地域ビジネスリーダー」（経済産業省
中国経済産業局）

だい

全国各地の４０数人の首長陣が集う、ささつな（ささえる・つながる）自治体
協議会の議長・事務局としまして、会員自治体を中心とした住民の皆様の生活
に貢献・寄与する事を目的とし、都内の大学の教授陣や自治体職員と連携し
て、首長陣を中心としました交流促進のための意見交換会、勉強会、懇親会等
の開催などにより、地域を超えた複数の自治体間で締結しました防災協定を主
な活動として自治体支援活動に取り組んでおります。
同時に、会員自治体の道の駅等の商業施設を連携させること等により、ス
ケールメリットを活用させることで、地域産業の振興、特産品の販売等による
地域経済の活性化活動に寄与して参りたいと思います。また地元大学の教授陣
と研究会を開催しての農業・教育分野を中心としましたまちづくり推進支援活
動と共に、ささつな自治体協議会と連携しております大手企業陣の集い、ささ
つなＣＳＲ協議会の企業メンバーと協働することで、ささつな自治体協議会の
会員自治体様を中心に多岐な分野において自治体支援事業を行って参りたいと
思います。

小島

玉雄

こじま

たまお

小島

光治

こじま

みつはる

ささつな自治体協議会

・地域の貴重樹木や天然記念物の診断や回復を通じた地域資源の保全、地域活
性化。
・サクラの樹勢回復による観光地の名所の保全、地域活性化。
・サクラでは、各種メディアへ取り上げられ、数多くの観光客が訪れる事例を
多数有する。
・樹木の診断技術開発を産官学連携で行い、地域再生に繋がる仕組みを多数構
築。
サン・アクト株式会社
・京都大学等、大学と連携したプロジェクトを実施し、地域に貢献する仕組み
づくりの構築。
・各種メディアや企業との連携により、地域の再生・活性化に繋がる仕組みづ
くりの構築。
・サクラを活用した地域コミュニティの再生、活性化。
・樹木再生だけでなく、対象地域の活性化・立ち上げ支援。
・２０年以上、雑誌社の発行人として従事したため、広島都市部のまちづくり
を提案し、官民一体のムーブメントを組織し、そのいくつかを実現。－ライト
アップキャンペーン、水上バス運行推進、地元商店街振興－
ユーエンタープライズ株式会
・中国地方整備局、中経連が推進する「夢街道ルネサンス」の推進会議の委員
社
として認定箇所（現在４２箇所）の「地域活性化まちづくり」を指導。
・国土交通省道路局の「社会実験推進に関する懇談会」委員として全国各地の
採択箇所を視察、指導。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

小島

後藤

由光

健市

小林

英嗣

駒田

健太郎

ふりがな

こじま

ごとう

所属名称

まちづくり

平成３０年４月１日現在

取組概要
第３次産業（流通・外食マーケティング）の目線で第１次産業、第２次産業を
結びつける ６次産業化を実践。地域の特産品を見出し、川下の流通戦略を
もって生産物が流通 し、地域活性化に繋がる仕組み構築を行います。 第１次
産業・・・地域活性化支援事業 農産物・水産物のブランディング及び流通提
案 第２次産業・・・地域特産品の消費マーケットニーズ、ターゲティングを
踏まえた商品開 発提案 第３次産業・・・流通、外食事業コンサルティング、
/ 経営分析。 ●水産物（鮮魚）の産地直送の仕組み構築による目詰まり解消を
行う。飲食店への直接 流通によって生産者の収入高と購入者の仕入れコスト
減を実現、また産地直送により最 短時間で届くため鮮度保持が向上し、多く
の水産物流通につながる。（五島列島水産 流通） ●地域活性化に伴う地元主
体組織構築と特産品開発、ブランディングにより地産地消 型消費構造から地
産他消に拡大。地域の知名度向上と特産品販売増を実施。（久賀島 ファー
ム）

よしみつ

株式会社スーパーソニック
五島列島水産流通株式会社

けんいち

「場所文化」をキーワードに具体的な場の設定に関わり、地元の十勝・帯広で
は、北の屋台（2001）、スノーフィールドカフェ(2002)、東京では、場所文化
フォーラム(2002)、とかちの…(2007)、にっぽんの…（2010)の立ち上げと運
営に携わってきた。さらに、まちづくりのさまざまなアイディア実現のために
会社・団体を複数設立し、場所の価値を生かした実践活動を行い、全国各地で
の講演や、地域の元気人材を巻き込んだ活性化事業に携わりながら、コミュニ
スノーピーク地方創生コンサ
ティビジネスやソーシャルビジネス創出の強化に取り組んでいる。また、２０
ルティング株式会社
１０年から海外での活動を開始し、シンガポール、ハワイ、そして極東ロシア
など、アジア＆パシフィックエリアの地域との連携を視野に入れた事業に取り
組んでいる。地域活性化事業以外として、障害理解とコンプレックスの自覚の
ためのプログラムを行っており、また、ポケットサイズのカラー点字器を開発
し、「名刺に点字を入れる」ボランティア運動も展開している。（カラー点字
プレートは９８年度のグッドデザイン賞中小企業庁長官特別賞を受賞。）

①地域の主体（行政・NPO・住民・企業・大学など）との連携を構築しつつ、
都市や地域の創造的再生を臨床学的かつ協働的に支援。
②全国の地方都市と地方大学の共創的なキャンパスマスタープランの立案と地
域再生と結びつく実現戦略を支援。
一般社団法人 都市・地域共
③地方都市において、「シティ・ブランディングとなる大学と地域社会との連
こばやし ひでつぐ
創研究所／北海道大学
携と共生による創造的再生」の戦略と戦術、加えてマネジメントプログラム
を、まちづくりとキャンパスづくりの両側面から支援。
④全国まちづくり活動をNPO日本都市計画家協会・会長として発掘・支援し、
全国まちづくり大会を開催。
2013年〜 会津の新しい地域ブランド「ハンサムウーマン」プロデュース（経
済産業省補助事業）
2013年
会津地域の観光地域づくり事業プロデュース
2015年〜 栃木県鹿沼市「加蘇芸術村」プロデュース、アートディレクション
2015年〜 鹿沼市産梨「にっこりなし」の海外展開プロデュース
2013年〜 鹿沼さつき盆栽＆組子細工の海外展開プロデュース（経済産業省
こまだ けんたろう コマケンラボ
クールジャパン事業）
2008年〜 鹿沼市観光ネットワーク計画策定、観光サインデザイン
2013年〜 岐阜県白川町エコツーリズム推進業務
2008年
岐阜県笠松町 リバーサイドタウン笠松計画（まちづくりマスター
プラン）策定

小松

裕介

こまつ

ゆうすけ

小柳

繁

こやなぎしげる

農村環境保全・上三光清流の
会／一重菊「花嫁」プロジェ
クト／NPO法人加治川ネット２
１

齋藤

一成

さいとう

特定非営利活動法人アンプ／
新庄市役所

かずなり

株式会社スーツ

観光施設の再生を通じた地域活性化にノウハウと実績を有していることか
ら、マーケティング戦略など経営戦略の立案、広報体制の構築、オペレーショ
ンの改善、経費の削減、人材の育成やリスクマネジメント体制の構築など、幅
広いスキルと経験を地域活性化の現場に活かします。
また、公共施設老朽化対策における公民連携分野でのアドバイス経験を有し
ていることから、より多くの人々を「巻き込んだ」仕事の進め方に慣れてお
り、様々なステークホルダーをまとめるリーダーシップとコミュニケーション
のノウハウを地域活性化の現場に活かします。
具体的には、全国各地の地域振興や観光振興などの課題・問題点に対するア
ドバイス、コンサルティング、実際の計画立案支援や実行支援などを行いま
す。
また、「観光施設の再生」、「企業再生と地方創生」や「経営改革とリー
ダーシップ」などに関する講演も行います。
少子高齢化が進む農村を持続可能なコミュニティとして再生して行く取組みを
行っている。そのために、地域資源を活用した交流体験の促進、集落情報の可
視化と共有、食や歴史文化の見直し、共有活動による合意形成などに取り組ん
でいる。また、中山間地の鳥獣被害防止のためには、結果として集落環境の改
善をする取組みが必要である。
「商店街活性化三種の神器」の一つ、「１００円商店街」を考案。これまで
に、全国の１２４自治体約３３０商店街に対しそのノウハウを技術供与。最少
で人口５千人未満の町や、商店街の店舗数１０店舗未満の地域、東日本大震災
の被災地等でも起動できる汎用性の高さも最大の特徴。
また、必要経費は単色のチラシ代のみというコストパフォーマンスの高さも特
徴の一つ。
「商店街の活性化とは、そこにある個店の収益の増加」との見地から、高い収
益性や爆発的な集客力を誇る事業へと進化させ続けている。
全国平均、１開催地当りの平均集客数は１万人、来街者の平均購買金額は１人
＠２千円であり、開催地には即日２千万の経済効果を生むことが可能。
現在でも、１００円商店街の導入を希望する地域が後を絶たない。
また、１００円商店街事業のみならず新たな商店街活性化事業の研究開発も
行っている。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

斉藤

俊幸

ふりがな

さいとう

酒井信一郎

さかい
う

坂本

さかもと

崎田

佐々倉

笹原

定藤

世津夫

裕子

玲於

司朗

繁樹

さきた

ささくら

ささはら

さだとう

所属名称

としゆき イング総合計画株式会社

しんいちろ

せつお

ゆうこ

れお

まちづくり

平成３０年４月１日現在
取組概要

2003年関東学院大学まちなか研究室追浜こみゅに亭開設に参加（2003年）、有
明高専現代GP事業推進（文部科学省2005年）、全国水産高校生徒研究発表大会
四国大会で高知海洋高校うるめプロジェクト優勝支援（2009年）、国際教養大
学生による高校生向け英語合宿開催（秋田県由利本荘市、総務省地域力創造ア
ドバイザー事業2010年）、千葉県立松尾高校スーパーグローバルハイスクール
「地域から考えるグローバル・エイジング研究」（文部科学省2015年）、大阪
府立能勢高校スーパーグローバルハイスクール「国際協力の現場で判断力と実
践力を培うグローバル人材研究」（文部科学省2015年）、地域活性化センター
土日集中セミナー「魅力化による高校の生き残りと地域活性化」主任講師

地域の歴史的建造物の修景計画
ﾌﾞﾛｯｸ塀を木材を使ったﾃﾞｻﾞｲﾝの美装化の現場作業
歴史的建造物を調査して、一般市民に解りやすいよう価値体系づけを行う。
H14年4月からH17年3月まで、愛媛大学にて「地域情報学」（伊予銀行寄附部
門）を担当する。H17年4月からH23年3月まで、高知大学国際・地域連携セン
ター教授（生涯学習部門長）。平成26年10月より、愛媛大学社会連携推進機構
教授として、文部科学省の「地（知）の拠点整備事業（COC事業）」、「地域
の未来をステークホルダーと共に創る実践的人材の育成」に取り組んでいる
（愛媛県南予地域担当の、地域連携コーディネーター）。その他、日本の情報
化を、地域という視点で見直し、地域における「知的能力」と「コミュニケー
ション能力」を高めることにより、新たな産業集積や地域の活性化（地域の自
社会連携推進機構 立）が実現できないか、研究・実践している。
APPLIC(一般財団法人 全国地域情報化推進協会)の「ＩＣＴ地域イノベーショ
ン委員会」でアドバイザーを務めている他、四国のICT利活用促進、ICT地域イ
ノベーション、ICT人材育成に取り組んでいる。
平成15年9月、「地域産業おこしに燃える人」（内閣官房・経済産業省）に選
定される（小泉総理より、首相官邸にて）。平成19年3月、内閣官房より「地
域活性化伝道師」にも選定される。地域情報化アドバイザー（総務省委嘱）、
四国情報通信懇談会、日本テレワーク協会（アドバイザー）、ICT地域マネー
ジャー（総務省委嘱）、現代龍馬学会 他

城下町再生志士隊

愛媛大学

くらし・地域など足元から持続可能な社会の実現を目指して、NPO活動、個人
での活動、行政委員として生活者視点での実践及び政策提言活動を実施。
■「NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット」理事長として、
1)「市民がつくる環境のまち“元気大賞”」表彰で全国の個性ある地域環境活
動を応援。
2)全国の地域環境活動キーマンを集め「環境まちづくり体験エコツアー」を実
ジャーナリスト・環境カウン 施。2011年は、前年入賞地・熊本県八代市で、市民相互交流〈環境まちづく
り・学び合い〉」を実施した。
セラー
3)資源エネルギー庁主催の高レベル放射性廃棄物に関する地域ワークショップ
「共に語ろう 電気のごみ」を、全国で実施。
■「NPO法人新宿環境活動ネット」代表理事として、
1)地域と学校の連携による「新宿の環境学習応援団・まちの先生見本市」開
催。
2)「新宿区立環境学習情報センター（エコギャラリー新宿）」の指定管理。
高知県・四万十川流域に暮らしながら、「いなか」と「とかい」をつなげる事
業開発＆人財育成に取り組んでいます。海・山・川の一次産業の再生に向け
て、農家さんや漁師さんたちとインターンシップ事業や起業家育成の事業に取
一般社団法人いなかパイプ
り組んだり、商品開発や観光開発に関わるワークショップの企画運営を行って
います。

もりあき まちづくり役場

明治３３年、滋賀県長浜市の中心市街地に第百三十銀行長浜支店が建てられ、黒漆喰の外観
から「黒壁銀行」という愛称で親しまれた。昭和４０年代までは活況であったがモータリ
ゼーションの発展や郊外型大型店の進出により中心市街地は急速に衰退していった。昭和27
年から黒壁銀行はカトリック教会として使用されていたが、商店街の衰退とともに郊外への
移転を余儀なくされ建物を売却した。建物が売却されたことで長浜市より要請を受け、昭和
63年4月、長浜市（出資4,000万円）と地元企業8社（合計出資9,000万円）による第三セク
ター「株式会社黒壁」を設立。建物の保存と活用を目的とし事業を模索する中、「ヨーロッ
パでガラスを制作している所には人が集まる」という役員の一言でガラス事業の研究を提
案。建物を含む「歴史性」祭りを含めた「文化芸術性」、「国際性」豊かなものを内在する
ガラス文化事業の推進を図る。平成元年7月1日、黒壁銀行を「黒壁ガラス館」としてガラス
工房、レストランとともにオープン。来場者数の増加に伴い施設の拡張が必要となった折、
長浜市の調査で黒壁ガラス館の横を通る北国街道沿いには江戸から明治にかけての商家や町
屋が多く残っていることが分かりこれらを活用した事業展開を行う。現在、黒壁スクエアは
約23店舗となり年間180万人の来場者で賑わう。

しげき

2003年度 都市再生モデル調査を実施。 2004年度 宝塚市と大学によるまち
づくり包括協定締結、文部科学省「現代的教育ニーズ取組支援プログラム
（「現代ＧＰ」）に採択。 2005年度 地域フィルドワークとしての取組、各
種の社会実験（オープンカフェ、フリーマーケット、光の散歩道など）を実
施。 2006年度 地元大学との学学連携による各種取組。 2007年度 地域
フィルドワークとして商業イノベーション、映像プロジェクト、コミュニティ
醸成などの取組。 2008年度 逆瀬川地区の商店街活性化、巡回バス運行によ
るイベント活性化、フェアトレードなどの取組、「社会人基礎力グランプリ準
大賞を受賞。

関西学院大学

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

佐藤

安紀子

ふりがな

さとう

あきこ

所属名称

NPO海のくに・日本

まちづくり

平成３０年４月１日現在

取組概要
・漁業と魚食文化について考えるシンポジウムの開催（1993年～）
・漁村の女性と都市部の女性の交流活動「浜のかあさんと語ろう会」（1996年
～）
・小学生と漁村が交流する海彦クラブ活動（2000年～2011年）
・小学生が離島を取材するわれは海の子活動（2012年～）
・水産の意義を伝える本の制作、発行「クジラから世界が見える」
・モロッコからナミビアまで西アフリカ22カ国の女性漁業者ネットワークを対
象に、日本のすり身文化を伝えるワークショップ活動を連続実施（2011年
～）。アフリカ開発会議にもアフリカの女性たちとともに参加し漁業の重要性
を発信。
一人でも多くの地域住民が地域のことを「自分事化」できることを目的として
いる。
またこの活動を通じて地域の人・経済の活性を目指す。
・コミュニティFMラジオ局「株式会社エフエムもえる」
地域の住民が主体的に関わる仕組みを構築し、１０００人を超えるメンバーズ
クラブ、１００人のボランティアパーソナリティ、１０人の運営委員会によっ
て運営。住民が自主的に地域情報を集め、制作して放送する。３６５日２４時
間放送。放送を通じた発言に権限と責任を持たせることで、批評家ではなく主
体的にまちに関わる人を増やす。

佐藤

太紀

さとう

たいき

・情報ツールの開発、運営
住民主導のフリーペーパー、観光ポータルサイト、８市町村のつながる手書き
マップ、８つのゆるキャラが合体するフルCGアニメーション、地域食材をメ
株式会社エフエムもえる、株 ディアと捉えたコミュニティカフェテリアなど。連携により強い地域づくりが
式会社コササル、留萌観光連 できるという活動を展開。
市民が主体性を持てるよう「受」発信には常に心がける。
盟
・拠点「船場公園」の運営管理
留萌市街地、留萌駅・留萌港に隣接し、国道交通結束点である船場公園を、留
萌管内（８市町村）の入り口と捉え、観光・飲食インフォメーションのほか、
インバウンド対応コンシェルジュを設置。２０１８年には旅行業免許を取得予
定（ワンストップで観光商品販売や募集、宿泊の手配なども行うため）
・地域課題解決会社「株式会社コササル」
域内体験観光商品の造成や販売、情報発信、商品パッケージデザイン、会議の
運営などを行うほか、地域DMOの調査検討企画、地域ブランディング構築など
を実施。
ここで得られたネットワークを元に、現在は、地域課題をビジネス手法を通じ
て解決する多様な主体による「コミュニティ＝シンク＝ドゥ＝タンク」を設立
中。

佐藤

佐野

猿舘

皓祠

綾子

祐子

さとう

さの

ひろし

あやこ

さるだて

ゆうこ

有限会社日智（ニッチ）

International COYA

・地域環境と住まい手ニーズをしっかり検証したまちづくり計画の推進支援
・地域ポテンシャル分析とともに、「住まい手ニーズ」と「主体者シーズ」の
掘り起こし
・地域資源（人、もの、歴史、観光、文化、環境など）の開拓
・まち機能（医療福祉、教育、環境整備、生活利便施設など）の配置とゾーニ
ング計画
・まちづくりの担い手人材育成・継続できるまちづくりの仕組み造り指導
・地域コミュニティー創出に向けたサービスや収益事業、施設計画事業などの
指導
・中心市街地活性化基本計画の推進におけるプロセスマネジメントの指導
International COYAは、地方の学校や企業とグローバルコミュニティをつな
げます。COYAはグローバル人材の育成を目指す学校、企業、地方公共団体のた
めの、国際教育プログラムの開発と提供を行っています。インターネットを活
用したプログラムでは、海外の様々な分野でいる活躍する多様な国籍の人々が
講師となり、それぞれの仕事の内容、人生経験、自国の文化等について、英語
でお話しします。日本にいながら、参加者一人一人が、世界の多様な価値観に
触れ、自分の新しい可能性に気づくきっかけとなる講座の提供を目指します。
詳しくはHP
(http://internationalcoya.com) をご参照ください。

中心市街地活性化を目的とする住民参加協働型第3セクター株式会社土澤まち
づくり会社設立当初より、事業の立案企画を担当。中小企業庁新・がんばる商
店街77選に選ばれた土沢商店街を中心とする土沢地区での「街かど美術館
アート＠つちざわ〈土澤〉」、周辺農村地区で商店街を開催する「押しかけ商
店街」などを実施している。また、商店街の活性化には、土沢地区の地域再生
株式会社土澤まちづくり会社
は不可欠と、（株）土澤まちづくり会社役員を中心に合同会社土澤長屋暮らし
を立ち上げ、街なか居住と商店街の活性化を目的とした共同建替え事業店舗付
き共同住宅「こっぽら土澤」を10年越しに住民主体で完成させた。現在は、商
店街（商店）と周辺農村（農家）の連携を図り、イベントによる地域発信、地
域ブランドの開発を進めている。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

澤

澤﨑

澤田

沢畑

克彦

聡

廉路

亨

ふりがな

さわ

かつひこ

まちづくり

平成３０年４月１日現在

所属名称

取組概要
協働取組支援
◯企業やNPOからよせられる企画プログラム等について、多様な主体を連携さ
せながら取組を充実させる。例）企業による社員研修のコーディネート。企業
取組についての意見交換の場づくり。
◯モデル事業等を活用した、協議会活動についての助言・支援活動
一般社団法人九州環境地域づ 例）環境省協働取組推進事業採択団体への支援等。
くり
環境教育・ESD取組支援
◯環境教育のネットワークやプラットフォームと連携した、経験交流の場づく
り。NPOと連携した環境保全・教育プログラムのコーディネート。
例）環境教育ミーティングの企画運営。企業が支援する環境保全プログラムの
コーディネート。
行政・公共団体、地域企業を地域特性を生かした連携やゼロミッションなど発
想の転換で取り組でいます。農商工・観光・新産業を、歴史、まつり、食、文
化を掘り起こし、地域のマインドを大切にしたアート・デザイン・ナレッジ・
文化発想で事業化。オンリーワンの地域づくり、人づくり、ものづくりを展
澤﨑聡事務所
開。未来の主役、子どものための企画推進を実施。魚ブランド化や熊野古道宿
泊、和紙復活、希少茶継続など地域文化経済への取り組みや、文楽世界遺産や
ロボカップ世界大会はじめグローバル戦略の現場経験から日本発プレミアム
ジャパン視点で事業戦略を実施。

さわさき

さとし

さわだ

【地域衰退を再生させた主な取組実績】
■１．地方中心市街地の再生実績
・境港市,水木しげるロードの調査し、理論的にかつ情熱的に支援活動等を
実施
・倉吉市玉川白壁土蔵群を中心とする倉吉の街並み整備活動と活性化の実施
・鳥取市鹿野町のまちなみ整備活動の推進（いんしゅう鹿野まちづくり協議
会と一緒に 「鹿野まち普請の作法」等も作成）
■２.中山間地域の再生実績
・鳥取県智頭町で、智頭杉「日本の家」等を手掛け、智頭町活性化プロジェ
鳥取大学／地域価値創造研究
としみち
クト集団に所属し、日本０/１（ゼロ分のイチ）運動の活動支援、四面会議シ
教育機構
ステム等の活性化手法に携わる
・いなばのジビエ推進協議会を全国に先駆けて立ち上げて、中山間地域の獣
害対策と厄介者を活用した地域振興の支援を実施
■３．地域を活性化させる研修教育
・行政、大学（教員・学生）、住民、NPO関係者等との課題解決型研修を行
なってきた
様々な異なる主体の人々を結びつけ一緒にグループワークを行なうことで課題
解決に向かう手法を学ぶ研修を実施

さわはた

椎川

忍

しいかわ

志賀

秀一

しが

とおる

しのぶ

しゅういち

愛林館

（一財）地域活性化センター
／（一社）移住・交流推進機
構 ／日本創生委員会／地域に
飛び出す公務員ネットワーク

(株)東北地域環境研究室

１：食
・近所の素材を中心に加工食品（味噌、漬け物、ドレッシング、クッキーな
ど）を製造販売。
・近所の素材を活かした「ふるさとレストラン」を月２回開店し、高齢者の活
性化に貢献。
・水俣の素材を味付けした本格タイカレー・インドカレーなどのレストランを
土日祝日に営業。
・そば/うどん/豆腐/こんにゃく/バウムクーヘンを２時間で作る体験教室。
・家庭料理を持ち寄り、食べる「家庭料理大集合」を１０回開催。集まった料
理約７００種はデータベースとしてまとめた。
２：環境学習
・ボランティアと植え、草刈り・つる切りを行った２１haの「水源の森づく
り」。
・棚田２５ａで香り米を耕作。５０ａの草刈りを山羊を活用して行う。
・会費をいただいた会員向けに大豆を育て、収穫を配当する「大豆耕作団」森
を棚田保全を行い、食育のプロを「棚田食育士」を養成し、屋根のない博物館
「村丸ごと生活博物館」でグリーンツーリズムを行う。
熊本県「緑化功労者」、棚田学会「棚田学会賞」、総務省「過疎地域自立活
性化優良事例」総務大臣賞など受賞多数。
人材育成と地域おこしをライフワークとして、土・日・祝日を殆どつぶして全
国を行脚し、支援活動や講演を行う。
地域に飛び出す公務員ネットワークを結成。これを応援する首長連合の設立を
提唱。国際日本文化研究センターでは「森里海連環」の研究に参画。政策研究
大学院大学とも連携。
日本創生委員会では、林業復活・地域創生推進委員会アドバイザーとして活
動。
農村文明創生日本塾、やねだん故郷創世塾、葉っぱビジネスの(株)いろどり、
TOSS（まちづくり教育）、ふれあい囲碁ネットワーク神奈川(ＩＧＯコミュニ
ケーションズ）、高知県の地域産業おこし、日本フットパス協会、東京おも
ちゃ美術館、全国各地の市町村職員研修所など数多くの活動と連携。羽黒古修
験道山伏「永善」（五度位先達）、フルマラソン５時間、ハーフマラソン２時
間１０分の市民ランナーでもある。
観光を基軸としたまちづくり、計画づくり、観光マーケティングなど。観光施
設などの整備に関する調査など。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

篠原

四宮

靖

博

柴田いづみ

ふりがな

しのはら

しのみや

しばた

島田

幸子

しまだ

島谷

留美子

しまたに

清水

愼一

しみず

やすし

ひろし

いづみ

さちこ

所属名称

まちづくり

平成３０年４月１日現在
取組概要

跡見学園女子大学

小職は約30年間に渡り、大手旅行会社で商品開発やマーケッテング業務を行う
一方、地域素材を活かした数々の着地型旅行商品をヒットさせて来ました。現
在は大学で「観光地域活性化」に関する教鞭をとる一方、その土地にしか無い
観光資源の発掘とリメークを行いながら新たな観光誘客に必要な受け入れ態勢
の整備（日本版ＤＭＯの構築）のお手伝いをしております。地方創生戦略で新
たに注目を集めているのは交流人口を拡大し地域の小さな経済を回す新しい概
念の観光による地域活性化の手法です。観光は今や農業、漁業や商業、工業な
ど地域力を総結集して地域の魅力を120％創出する事が求められています。一
方インバウンド観光客は2000万時代を迎え訪日外国人旅行者の消費額は3兆円
を突破しました。しかし課題は外国人観光客の地方分散です。こうした新たな
流れの中で全国の市町村においても出来る対策を今から準備する必要に迫られ
ています。しかし多くの地域は一生懸命に取り組んではいるものの、残念な事
に空回りしている地域が大変多いのが現状です。全国各地で実践してきた現場
の成功事例、失敗事例をベースしながら、『自分の地域を本当に何とかした
い！』という熱い皆さんの地域を応援していきます。

洞爺湖温泉利用協同組合

平成１７年静岡県伊豆の国市伊豆長岡温泉の温泉供給施設の老朽化に伴い、温
泉集中管理施設整備事業の設計管理に関わり温泉資源の見える化による資源保
護と省エネ型供給施設の構築を実施した。また平成２２年鳥取県米子市皆生温
泉の温泉供給施設の一歩進んだ集中管理施設整備のプランニング設計を構築。
平成２３年長野県安曇野市穂高温泉 西穂高地区の温泉供給施設のエネルギー
利用効率向上の技術指導を行った。
平成２５年岩手県盛岡市繋温泉が集中豪雨により温泉供給施設に被害を受け、
復旧計画書を作成及び復旧事業支援を行う。

主な取組
１ 環境 →内湖再生の基礎調査 琵琶湖の内湖再生の為の活動。
２ 中心市街地活性化 → 学生サークルＡＣＴ（Action Connect with
Town）との空きビルを使った中心市街地拠点活動。
３ まちづくり → （主に滋賀）NPO彦根景観フォーラム副理事長として、
結まちづくり研究所・柴田い 又、LLPひこね街の駅等での活動。 歴史・景観・まちづくりフォーラム実行
づみまちなか研究室／ＳＫＭ 委員長。大学より拠点をなちなかに移し、地域に密着したまちづくりに取り組
む。重要伝統的建造物保存地区（文化庁選定）の景観計画、交通計画、建物の
設計計画事務所
修景計画等のアドバイス。（東京）目白まちづくり倶楽部で各種活動。
４ 耐震・防災 →NPO東京いのちのポータルサイト理事として、各方面に提
言。 防災・耐震・まちづくりフォーラム実行委員長、木造伝統構法の耐震事
例づくり。

一般社団法人 環境パート
ナーシップ会議

るみこ

(株)東北地域環境研究室

しんいち

大正大学地域構想研究所

関東地方環境パートナーシップオフィス（関東EPO）において、環境省の地域
活性化を担う環境保全活動の協働取組推進事業及びESDの推進等に取組んでい
る。
国連生物多様性の10年日本員会（UNDB-J)事務局、水俣病の経験を次世代に伝
えるセミナーの企画運営等も行っている。
各地の観光調査、道の駅など地域の交流拠点施設等の企画、計画づくりにかか
わっております。これまで岩手県平泉町の世界遺産登録に向けた観光まちづく
り調査、宮城県大崎市、石巻市、秋田県横手市、山形県米沢市の道の駅建設事
業、青森県東通村などの観光調査、農水産物直売所等建設計画などのお手伝い
をさせていただきました。平成２３年度には、東北７県（新潟県を含む）の農
山村の女性起業家の動向を調査し、起業をめざしたきっかけ、困難にぶつかっ
たときにどう乗り越えたのか、事業を継続する上でのポイント、これからの目
標等についてインタビューを行ってまとめました。地域の皆様とともに考え、
課題を解決していくことを心がけております。
観光交流を生かした豊かな地域づくり、すなわち「住んでよし訪れてよし」の
観光地域づくりをどのように実現するか、という問題意識のもと、JR/JTB役員
時代からずっと地域に入り込んで地域住民や様々な団体と論議しながらその道
筋をつくってきた。この中で、単あるスキルやテクニックの伝授や一回限りの
講演、シンポジウムでは全く地域の血となり肉とはならないと悟り、5年から
10年以上の長期のスパンを前提に、地域のリーダーのメンター役として動いて
いる。併せて、彼らの持続的な活躍を担保する場としての観光地域づくりプ
ラットフォーム、すなわち日本版DMOの構築のお手伝いをしている。また、地
域に根差したリーダーを育成するために長野県などで「観光地域づくりマネー
ジャー」を育成する清水塾を開催している。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

志村

下田

白仁

尚一

祥裕

昇

ふりがな

まちづくり

所属名称

平成３０年４月１日現在
取組概要

しむら

「一人一人のキラめきが輝く未来をつくりだす」をモットーに、資源の発掘と
活用の仕方、住民一人一人が人材（役に立つ人）となれるような人材育成を、
地域に密着して指導・アドバイスを行っている。これまで指導した地域の方々
からは、「自分達が気づいてなかった地域の可能性に気づかされ、実践方法も
具体的にアドバイスしてくれるので、確実に成果が上がる」との声をいただい
ている。
現在、岩手県西和賀町の産業公社・湯田牛乳公社のゼネラルマネージャーに就
任し７年目だが、人材育成と、所得と雇用の確保を目的に、６次産業と相乗効
果を生み出す協働という手段を用いながら、地元の資源を生かした産業振興を
推し進めている。
平成23年から、三陸の震災被災地で地域コミュニティ再生･復興のための支援
有限会社ウィルビー/株式会社 活動（延600回）を行っている。そのほかにも、全国各地で「６次産業化」
しょういち 源喜舎/劇団ぜんとようようく 「農林水産業」「教育」「福祉」「人材育成」など幅広いテーマで、年間100
回以上の講演・研修を行っている。
らぶ
また、自身が主宰する劇団『ぜんとようようくらぶ』は、「介護保険」「食農
教育」「協働によるまちづくり」などを題材にした演劇を全国各地で多数上
演。他にも、「市民憲章運動推進全国大会」「全国農業青年交換大会」「農山
漁村女性の日記念の集い」などで、記念講演や演劇公演を行う。
平成25年から、岩手の銘柄豚「白金豚」の生産農場と連携する居酒屋『源喜
屋』の経営を行い、県内の生産者と消費者をつなぐ６次産業化のモデルとして
各方面から注目されている。
平成29年からは、行政や地域の依頼を受けて、「共生型地域コミュニティ」や
「地域包括ケアシステム」の構築につながる住民の意識改革･行動改革を目的
とした講演･研修も行う。
≪※平成29年の取組概要は別紙参照≫

しもだ

NPO法人KAOの会では、以下のエリアマネジメント活動を行っていました。
※（）内は活動の概要、【】内は仕組みを表しています。
1.公共空間の維持管理 （駅前広場管理業務）【市委託＋地域住民直接負担】
2.賑わい創出（ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝｲﾍﾞﾝﾄ、夏祭り、ｺﾝｻｰﾄ、寄席）【公民連携、私企業協
賛】
3.デザインコントロール（ビル外観や道並み景観の同調）【地権者間調整】
Ｎ
4.テナントミックス（リーシング、営業内容調整）【新規開発ビル商業床の一
括借上げ】
このほか、各種講演活動や視察ヒアリングの受入れも実施してきました。
いわき駅前復興まちづくりに於いては、今までの経験を生かしつつ、白紙の
キャンパスに描くべく、「地域を元気に」、「未来に夢を」を基本理念とし
て、「30年先を考えたまちづくり」を目標として、今出来ることを一歩一歩進
めるべく助言し、実行可能な企画立案を行い、行動することを目指します。

しらに

よしひろ

真砂不動産株式会社／[元
ＰＯ法人KAO(カオ）の会]

のぼる

総務大臣 委嘱 「地域力創造アドバイザー」（北大東村担当）においては、
沖縄県の指定離島３９島の中でも、もっとも生活環境の厳しい島のひとつであ
る「北大東島」の事情に即した取組みを北大東村役場の村長はじめ・役場の職
一般社団法人おきなわ離島応
員と真剣に協議を行なった。 全国発売の雑誌などにその取組みが複数回紹介
援団
され、平成２０年２月７日には、沖縄の離島市町村単独主催のシンポジウムと
しては極めて珍しい有料（３０００円）の「頑張れ！北大東島シンポジウム」
を都内で開催し、満員御礼となった。

白枝

淳一

しろえだ
ち

じゅんい 特定非営利活動法人
ポーツ振興２１

新海

洋子

しんかい

ようこ

特定非営利活動法人
タリーネイバーズ

地域はもとより全国の個人・団体・企業と繋がり、ＮＰＯとして以下のような
考えに基づき具体的な事業を展開している。
○理念：「スポーツ振興による地域づくり」
スポーツの日常化により元気な市民（心身ともに健康で活力ある市民）を創
出、市民と共に地域活動活性化を推進し、元気な地域（市民が暮らすことに幸
福を感じ、愛着と誇りを持つ地域）づくりに貢献する。
○ミッション：「スポーツライフの確立と進展」
出雲ス
①市民が健康で豊かな人生を送れるよう、誕生から天寿を全うするまで、各世
代における市民とスポーツの係わりを創出・支援する。
②スポーツの間口の広さを活かし、教育・福祉・経済・観光・文化など多様な
分野との連携を深め、スポーツの横軸で結ぶ事業展開を図る。
具体例としては、公共施設の管理運営と有効活用・体協等スポーツ団体やイベ
ント実行委員会の事務局・スポーツクラブの運営・高齢者の介護予防・子供の
体力向上・スポーツツーリズム・校庭の芝生化・障がい者福祉・国際交流など
の事業を行っている。
中部7県で、持続可能な地域づくり、社会形成のための、行政、事業者、
ボラン NPO/NGO、学識者等多様な主体の協働による「環境」「まちづくり」「サステ
ナビリティ」「教育」を主なテーマとしたコンサルティング、マッチング等協
働事業支援をを行っています。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
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須川

杉本

一幸

匡規

ふりがな

すがわ

すぎもと

鈴木

輝隆

すずき

鈴木

邦治

すずき

鈴木

達志

すずき

鈴木

泰弘

すずき

かずゆき

所属名称

まちづくり

平成３０年４月１日現在
取組概要

昭和58年から地域に入り、地域資源の調査の現場で「地域の宝物」を再発見す
る活動を
実践してきた。イベントによる地域活性化から入り、商店街振興、観光振興、
農業振興、福
祉や教育・文化の振興など地域のあらゆる分野の活性化に企画・計画～実施～
検証～時
代に合った計画に修正～実施～検証と継続的に地域と関わってきた。特に、宮
崎県西臼
杵郡五ヶ瀬町については、グリーン・ツーリズムによる活性化にはじまり、商
店街振興、観
光振興、介護福祉計画、長期総合計画と町のすべての分野に関わり、町のシン
クタンク的
存在としての役割を担ってきた。その後、熊本県の農産物直売施設（道の駅物
東京富士大学／㈱地域振興研
産館を含
究所／JEPCイベント総合研究
む）の立ち上げ、再建、運営指導などを行い、長崎・佐世保・雲仙アンテナ
所
ショップ「キトラ
ス」の販路拡大コーディネーターや福岡市商店街活力アップ支援事業の手伝
い、ＪＡ熊本
直売所の運営アドバイス、限界集落での高齢者による地域づくり活動支援等を
行い、全国
的には地域活性化センター「全国地域リーダー養成塾」の講師やNPO法人全国
街道交流
会議の理事として歴史街道市町村の街道を活かしたまちづくりにも参画してい
る。また、ＪＩ
ＣＡで中央アジアや中南米の行政研修の講師も務める。
太宰府市では「米つくり隊」「カンボジアに井戸を掘る会」「東北の酒を飲む
会」等地域づくりを地域住民と共に実践している。
九州・沖縄地域づくり会議相談役にも就任した。

生まれ育ったまちに誇りと感謝の念を抱き、自分の子供のみならず、全ての市
民にまちに対してまちへの思いによる行動を生み出すべく活動させて頂いてお
ります。青年会議所をとおして提出したスポーツによるまちづくりに関する政
策提言をはじめ、若手有志によるまちのＰＲ活動等、行ってきました。現在は
みなとオアシス網走運営協議
まちの中心を流れる網走川川筋から市民の憩いと賑わいを創出するべく、まち
まさのり
会
に対する誇りという精神的自立と環境整備による物質的自立から真に自立した
地域へ向けた活動をしております。また、まちの将来を思う時、この国を思い
ます。そこには、親も含め国家観を養う教育が必要であり、まちづくりにおい
ても、国家観の涵養あってこそ地域発展が成し得ると信じ活動しております。
山梨県甲州市勝沼町「㈱中央葡萄酒」の戦略とブランディング
八王子市「TAKAO 599 MUSEUM」の建設プロデュースと運営協議会のコーディ
ネート
北海道清里町「清里焼酎ブランド」形成や町の総合的ブランディングのプロ
デュース
北海道東川町「移住・定住促進」のポスターやパンフレット作成のプロデュー
てるたか 立正大学経済学部
ス
愛媛県内子町石畳地区「小さな拠点を核としたふるさと集落生活圏形成推進事
業」プロデュース
熊本県人吉球磨日本遺産活用協議会「日本遺産人吉球磨ブランドづくり推進事
業」総合プロデュース（建築家・隈研吾氏、デザイナー・原研哉氏）
北海道北竜町地域ブランド作成プロデュース（デザイナー・梅原真氏）
・地域イノベーション創出による地域活性化及び人材育成、まちづくり
・自治体の広域連携による情報通信を用いた教育、介護、農業等の推進
・新エネ省エネによる新産業の創出
一般社団法人 頑張る地域支
・地域資源を活用した６次産業の開拓
くにはる
援し隊
・防災、減災を踏まえたまちづくり（スマートコミュニティ）
・道の駅やインキュベート施設などの活性化
・企業誘致 ・公募事業による実証実験や研究ほか
地域コーディネーターとして、農山漁村の地域における資源を有効活用し
た、持続可能な着地型体験プログラムを開発し、地域全体を巻き込んだ観光プ
ログラムを確立させている。
さらに、隣接市町との地域連携を図ることで、地域回遊も取り込んだ広域的
たつし
NPO法人伊豆自然学校
視野の取り組みも行い地域活性化を目指す。
NPO法人伊豆自然学校を設立し、地域住民と観光客との接点となるビジター
センターを運営し、インストラクター人材育成から安全対策研修会、六次産業
化支援など様々な企画を実践している。

やすひろ

小名浜まちづくり市民会議

・小名浜まちづくり市民会議は、地域の各種団体30、企業、市民参加200名に
より、地域のタウンマネジメントを行っている。小名浜港アクアマリンパーク
の賑わいづくりでは港湾管理者との運営協定を締結し、年間250万人の交流空
間として港を再生。中心市街地のまちづくりでは、商業の文化や地域の歴史を
取り入れた活動を展開している。またいわき市のパートナーシップ協定によ
り、行政と共同での地域計画作り、その進捗など官民が連携してのまちづくり
を実施している。
・小名浜美食ホテルは、港湾再開発事業としてスタートし公設民営の新しいモ
デルとして平成20年にスタート。食をテーマとした商業施設を開設させ、港の
にぎわいづくりに大きく貢献している。津波と原発の風評にも負けず、平成23
年12月にはたくましく再開を果たす。
更に24年10月には、第２回SEA級グルメ全国大会を小名浜港に誘致しその開
催に当たり、地域の元気を発信し続けている。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

関

幸子

善養寺

ふりがな

せき

幸子

吉伸

そうだ

よしのぶ

高津

定弘

たかつ

さだひろ

和勧

たかはし かずゆき

高橋

聡

たかはし

高橋

修一

たかはし
ち

取組概要

《環境教育》
環境省「学校エコ改修と環境教育事業」のサポート本部。全国のモデル校を
支援
《環境都市デザイン》
新潟県新潟市「西野・中野山サステナブルエコタウン構想（区画整理事
業）」企画構想策定
《環境政策コンサルティング》
・「クールシティ・エコシティ普及促進勉強会」、「ローカーボン地域づく
株式会社 日本農水産食品輸
さちこ
り・まちづくり研究会」等、産官学連携勉強会企画
出貿易センター
・「内閣府社会起業インキュベーション事業」運営、アドバイス支援
・産官民協働事業"エコビジネスの芽を見つけ、育てるコンテスト「eco
japan cup」"企画・統括プロデューサー
《復興支援》
・福島県双葉町平成24年度復興まちづくり計画策定に向けた「町民参加の
7000人の復興会議」企画提案・実施
・復興庁”復興ビジネスコンテスト「REVIVE JAPAN CUP2013」企画運営

早田

高橋

平成３０年４月１日現在

1997年よりＳＯＨＯ ＣＩＴＹ みたか構想、中心市街地活性化事業に取り組
み、株式会社まちづくり三鷹を設立、三鷹産業プラザの建設、三鷹電子商店
街、三鷹子育てねっと、三鷹光ワークスなどのプロジェクト、2002年～2005年
経済産業省の地域新生コンソーシアム事業にて高解像度医療用顕微鏡開発事業
2007年12月秋葉原タウンマメージメント株式会社設立：広告事業などエリアメ
ネジメント事業 、2009年4月 財団法人まちみらい千代田 専門調査員就
株式会社ローカルファースト 任：「市町村サテライトオフィス東京」
2010年10月株式会社ローカルファースト研究所設立。全国の人口減少し過疎化
研究所
する地域の活性化と地域産業の振興に取り組む
2011年9月 震災復興ワークス設立 東日本大震災で大きな被害を受けた自治
体支援
2014年より、地域活性化に関する関係閣僚会合 地域プラットフォームワーキ
ングチームメンバー就任し、地域再生計画モデル地区の評価を実施
2015年3月より東洋大学にて地方創生推進に向けた人材育成塾を開催

さちこ

ぜんようじ

所属名称

まちづくり

・「システムデザイン」「情報アーキテクティング」の考え方をベースに、
様々な社会課題を解決するためのコンセプトワーク及びその実現のための事業
プロデュースを多様なフィールドを通じて実践しています。
・中長期的なグランドデザインを描くことから、現場における「何をやったら
特定非営利活動法人 カット・ いいか分からない」という状況の打破まで、マクロ・ミクロの課題を各ステー
クホルダーの方々と一緒に考え、試行し、解決に導くことをモットーにしてい
ジェーピー（Cut-jp）
ます。
・特にＩＴ（情報技術）の領域においては、「利活用」「公共サービス」の視
点からコンサルティングを実施し、地域活性化に向けた課題解決につなげてい
きます。
高千穂大学
国土計画、経済計画、地域開発、地域政策、経済政策など

NPO法人

ワップフィルム

映画という手法により「映画による地域力創生事業」、「地域コミュニティの連携」を提案。
対話型映画による研修プログラムの提案。
Ⅰ．映画製作によるオープンイノベーション
・地域と人と組織を繋げて活性化。
・地域資源を活かし新たな視点で組合せることでイノベーションを生み出す。
・映像作品活用の普及/指導（地域のＰＲ映像など）
Ⅱ．地域映画×上映フューチャーセッションのパッケージ化
・まちを自分たちの手で変えていく、多様な参加者による対話と人々の幸せ。
・日本各地の自分たちのまちの未来へ置き換えて考え、対話、共創の中から協調アクション
への場づくり。
Ⅲ．キネマフューチャーセンタープロジェクトの推進
・商店街空き家、空き店舗、社会問題の解決。
・コミュニティスペース/フューチャーセンター/コミュニティ映画館として運営。
・未来創造のための人事育成、産官学金、地域(農工商)連携及び新産業創出の場づくり。
・対話型映画「未来シャッター」記録的な上映ロングランを更新中。（連続2年半以上）

主に図書館を主軸とした、地方創生の核となる公共施設の企画開発を行ってい
ます。佐賀県武雄市の依頼を受け、図書館のリニューアルを企画し、2013年4
月より指定管理者として武雄市図書館の運営をスタート。年中無休・夜9時ま
で開館、書店やカフェの併設などを実現し、人口5万人の武雄市で、同図書館
カルチュア・コンビニエン
は1年間で92万人の来館者を迎えました。これは、リニューアル以前と比較す
さとる
ス・クラブ株式会社 行政
ると360％の来館者数です。知の拠点であると同時に、賑わいを創出する公共
サービス企画カンパニー
施設としてコミュニティの中心的役割も担い、その町の方々によるイベントや
ワークショップも開催しています。2015年10月からは神奈川県海老名市の海老
名市立図書館の運営も行っています。また、2016年宮城県多賀城市、岡山県高
梁市との取り組みも行っています。
○国の各種補助事業を通して多くの地域活性化の実態を把握し、事業後も独自
でモニタリングなどにより、地域作りの調査研究を行っています。
○東日本大震災で被災した地域の復興のため、土地利用再編、新しいまちづく
しゅうい 特定非営利活動法人 あぐり りの指導助言を行い、円滑な復興事業実施に向けた支援を行っています。
○被災した自治会・町内会のコミュニティ再生のため、地域住民と一体となっ
ねっと２１
た地域活性化活動をしています。
○農村地域の多面的機能保全のため、地域住民と共同の活動をしています。
〇グリーン・ツーリズムの推進活動をしています。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

高橋

高村

髙本

滝澤

武井

幸照

義晴

泰輔

恵一

史織

ふりがな

所属名称

まちづくり

平成３０年４月１日現在
取組概要

・1993年 農村景観向上のため、住民ボランティアによる「あじさいいっぱい
運動」を20年余継続し、勢和地域をあじさいの里として有名にしました。
・1995年 農村環境保護のため、「ほてい倶楽部」というボランティア団体を
組織し、荒廃田を利用したビオトープを整備し、水生生物の保護とイベントの
開催を行い、都市と農村の交流を促進しています。
・1996年 地元住民による手づくり演劇「ほてい葵」に参加し、郷土の偉人、
歴史をテーマに講演を行っています。
・1996年 「ふるさとの水と土に感謝して」をテーマに各種ボランティアの協
働により、あじさいまつりを毎年開催し、都市と農村の交流を図っています。
・2000年 学校教育と連携し、地域住民主導による食農体験を通じたコミュニ
ティースクールを開催。
・2005年 農村文化の保護と地産地消の拡大を目指し、農業法人「まめや」の
設立に参加しました。
・2007年 自治会、教育機関、図書館、老人会、ボランティア組織、コミュニ
ティビジネス組織、営農組織、水土里ネット等多様な主体(20団体4支援組織)
の連携による協議会(多気町勢和地域資源保全・活用協議会)を立ち上げ、地域
資源の保全と有効活用（多面的機能支払制度）に努めています。
・2011年 農業の高齢化と後継者不足解消のため、農事組合法人「元丈の里営
農組合」を設立し、旧保育所を活用した農産加工所(6次産業施設「ゆめ工
房」)を立ち上げました。
・2012年 産官学民連携による立梅用水を活用した地産地消型小水力発電「彦
電」の開発を推進しています。
・2016年 農村の福祉を目的に一般社団法人「ふるさと屋」を設立し、その活
動源に再生可能エネルギー「小水力＋太陽光」を活用し町づくりを進めていま
す。

たかはし

ゆきてる 水土里ネット立梅用水

たかむら

①大都市等の企業・社員と地域のプロジェクトをマッチングさせる「二地域就
労」による、新たな地方再生の仕組みづくりの取組み（二地域就労プロジェク
トの提唱）
②「地域の起業」興しによる地域主体の復興の推進（起業復興の提唱）
③「人口減少社会における持続可能な都市・地域づくり」の新たな方法論とし
て、その土地々々の美意識や作法、技、資源を生かした暮らしのスタイル（ラ
日本大学理工学部まちづくり イフスタイル）を築き、そのブランド化をとおし、手仕事・生業、信頼と絆、
よしはる
誇りを生み出す都市・地域づくりを展開。
工学科
④疲弊の進む郊外型住宅団地の再生法について、「住民の住民による街づくり
会社方式」の提唱、土地の利用と所有の分離、また手仕事や楽しみ、暮らしの
創造などを提唱。
⑤その土地々々の多彩な暮らしのスタイル、暮らしの楽しみ方を築き、それに
彩られる地域の営みや手工芸品を語る生活文化創造産業の普及運動（クール
ジャパン）と展開（経産省）

たかもと

たいすけ ㈱金沢商業活性化センター

◆商業施設「プレーゴ」の運営
遊休地を活用した商業施設「プレーゴ」の開発からテナントの管理・運営
◆金沢まちなかパーキングネットの運営
商業集積地２地区が一体となった駐車料金サービスシステムの立ち上げから
管理・運営
◆金沢ショッピングライナー「まちバス」の運行
金沢駅～武蔵地区～香林坊地区～金沢２１世紀美術館を結ぶワンコインバス
の運営
◆まちなか情報の発信
・北陸三県のＦＭラジオを通じて、毎週末にショッピング情報等を放送
・まちなか全体のショッピングマップ（1,100店舗掲載）の制作と同マップ
サイトの運営
◆商店街や大型店の組織づくり
事業構想、事業計画等の立案～事業実施
◆その他（イベント、各種調査・研究事業等）

たきざわ

「自分を生きる、ともに生きる」をメインテーマに、ソーシャルビジネス、コ
ミュニティビジネス、農商工連携、商店街や観光業者と農林漁業者の連携の支
援。「暮らす、働く、生きる」「ゆらぎをつくる」「地域コミュニティ、ライ
中小企業診断士滝澤恵一事務 フスタイルコミュニティ、ビジネススタイルコミュニティによりコミュニティ
所／（一社）長野県中小企業 を創る」「コミュニティとはともに生きていると実感できる場であり、場とは
けいいち
診断協会／ＮＰＯ法人地域づ 時間と空間である」「地域の絶対的個性は歴史と文化であり、これを見つけ、
活かし、育てつなげるのは人であり、人的文化である」などの視点から、現場
くりクラブ
でワークをし、「感じ、考え、動くこと」を伝えている。また、「地域づくり
は経営である」「経営とは、心と頭脳、身体を持った人の行為である」という
視点で支援を続けている。

たけい

しおり

世界100都市以上で開催中の延べ30,000人以上のクリエイターが参加し続ける
コミュニティーイベント『Adobe Creative Jam』のアジア開催に従事。
アドビ システムズ 株式会社 また、「デザインの力」と「地域活性」や「教育」を掛け合わせた課題解決型
プログラム『Design Jimoto』を立ち上げ、各地域のクリエイティブコミュニ
ティーや地元団体と連携し、産業を横断したさまざまな場づくりを手がける。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

竹内

竹本

太齋

田城

舘

田中

よし子

慶三

彰浩

孝雄

逸志

淳一

ふりがな

まちづくり

平成３０年４月１日現在

所属名称

取組概要
①アフリカ・モザンビーク支援関連：松山市や小学校等と協働し、放置自転車
をモザンビークに送り、銃を回収するプロジェクトを支援。放置自転車対策か
らまちづくり支援、学校教育支援から地域ぐるみの取組みへと発展。現在は、
持続可能な社会づくりのための「学び」と「実践」の拠点として現地の公民館
建設に取組む。本事業については、学校から地域へと広がり、企業・メディ
ア・ミュージアムなども関わって国際・平和・環境・人権・多文化共生教育の
特定非営利活動法人えひめグ
一環を担っている。②東雲公園関連：公園の一部（未利用地）を活用し、ＮＰ
ローバルネットワーク
Ｏ法人えひめ311と愛媛大学とともに「コミュニティファーム」として取組み
が展開できるよう、町内会、松山市公園緑地課等関係者との調整を図り、小学
校児童の生活科の授業で環境ＥＳＤモデル学習の実践を行った。③その他、各
種学校との連携により多様な主体が地域のコミュニティづくりに関われるよう
支援・助言している。

たけうち

よしこ

たけもと

郊外大型商業施設店舗に対抗すべく、アーケードでつながる百貨店と二つの商
店街を「さるくシティ４○３」と名づけ一体的に活動するなど、商店街の組織
化に尽力、まちを「出逢いと交流の場」にするため、大規模な市民参加型イベ
ントを主催している。特に百万個の電球でライトアップする「きらきらフェス
けいぞう させぼ四ヶ町商店街協同組合
ティバル」や２７万人を集客する「Ｙosakoiさせぼ祭り」は全国的なイベント
に成長した。その甲斐もあり佐世保の中心商店街は20万都市では「日本一元気
な商店街」と言われるまでになっている。
「まちを元気にする」講演・まちづくり指導に全国を飛び回っている。

だざい

たしろ

たち

あきひろ

たかお

いつし

たなか じゅんいち

デザイン・バル

民間の研究所で、海洋生物・生態学の研究者として藻場造成等の研究に従事。
地域密着型の教育活動を志し、志津川町（現・南三陸町）へ移住。使われなく
なった箱もの施設を再生し、住民も気付かない地域資源の掘り起こしと、体験
学習プログラム開発により、学びをキーワードにした交流人口の増大に貢献。
慶応義塾志木高等学校の研修プログラムやJSTの高校生サイエンスキャンプ受
け入れなどで、年間2,500名ほどの教育利用を創出。地域の人材育成にも力を
入れ、地元小中学校でのプログラム実施やエコツアーガイド等の養成を行う。
東日本大震災で町が壊滅的な被害を受けた後は、水産業の復興に取り組むとと
もに、永
続性な地域社会の姿を模索し、未利用資源を無駄なく使う「地域循環の仕組
み」づくりにも注力。

放送大学

平成9年に国立大学医学部付属病院として初めての総合医療連携部門（医療社
会福祉部）を立ち上げました。さらに地域包括ケアの先進モデルである広島県
尾道市の取組みの解析を行い、多くの知見を得ました。東京都保健医療計画巣
新協議会改定部会委員や、世田谷区地域保健福祉審議会での議論を通じ、地域
における保健・医療・福祉計画の立案に関与しました。また、板橋区乳がんの
地域連携パス検討委員会委員、足立区糖尿病対策協議会アドバイザー、横須賀
市医師会医療連携協議会アドバイザー、さらに豊島区在宅医療推進協議会会
長、文京区在宅医療推進協議会部会長など、行政と三師会などとの協議会の運
営に関わり、いろいろな立場の方々の意見を尊重しながら、地域の保健・医
療・介護・福祉のネットワーク作りに取り組んでいます。また、全国で招請さ
れ講演を行っております。
内閣官房地域活性化統合本部 地域再生推進委員会 委員長として、地域再生
を推進する方策の検討に取組んでおります。

地域活性学会

平成18年～25年の8年間、北陸先端大にて地域再生システム論を開講。カリ
キュラムの作成、企画・運営に関わる。以来、大学を拠点とする産官学連携の
地域活性化に関わってきている。具体的には、北陸先端大では、温泉地の活性
化、伝統工芸と地域活性化、鳥取大では、地元出身の経済人の地域貢献活動の
支援としての大山活性化講座の開講、熱海・湯河原では民間主導で県境を跨る
広域的な地域活性化を進める取り組みを支援してきている。内閣府の経済社会
総合研究所においては、こうした大学の地域活性化システム論の展開を横断的
に支援するためにカリキュラム研究会を開催、平成24年度には「地域活性化シ
ステム論カリキュラム研究会報告書」
http://www.esri.go.jp/jp/prj/hou/hou061/hou61.pdf を纏めた。平成20年
からは、木村俊昭氏らとともに地域活性学会の発足に関わり、現在副会長、研
究推進委員長として産官学の連携による地域活性化を各分野で推進するプラッ
トフォームづくりをお手伝い。公益資本主義推進協議会が進めるマイコミュニ
ティーフォーラムでは大学と地元若手実業家の連携による地域活性化を促進。
企業経営者の推進する産官学協力の地域活性化事業の推進をお手伝い。母校埼
玉大学では平成30年度から地元創業経営者などから学生が生業、起業、事業継
承などを学ぶ「実践ベンチャー論」を開講予定。

一般社団法人ローカルソ
リューションズ

これまでの企業経営・新規事業企画・PR企画などの経験を活かし、少子化対
策・移住定住・女性活躍等の分野に於いて、農業ICTやシェアリングエコノ
ミー等の新しいテクノロジーの導入によって地域の女性を取り巻く社会環境を
向上させ、旧来型の社会規範が根強い地域の「文化のスマート化」を推進する
など、地域の人口流出といった課題に対して様々なテクノロジーを複合的に活
用する取り組みを支援しています。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

田邊

谷川

谷本

種市

田渕

寛子

良一

訓男

俊也

正人

ふりがな

たなべひろこ

所属名称

まちひとこと総合計画室

まちづくり

平成３０年４月１日現在

取組概要
＜アドバイザーとしての取り組み＞
・観光：地形や境界など地理的な要素も地域資源ととらえ、歴史や産業と合い
まったその地域らしい観光づくりを持続可能な仕組みづくりを視点にアドバイ
スをしている。
例）長野県辰野町：横川渓谷地域資源活用観光モデルコースの住民の主体的な
開発事業に講師として参画。
・社会福祉：離島の福祉について、地域資源の活用し、障がい者や高齢者の
「生きがい」「自立」「持続可能」を視点に場づくりの支援を行っている。
例）鹿児島県徳之島：社会福祉法人の複数の施設の再編と改善を地域と連携し
た施設づくりのアドバイザーとして参画。
＜コンサルタント・景観デザイナーとしての取り組み＞
・景観デザイン：その地域の地域資源である風景は人々の暮らしと生業が根本
にあり、ハードのデザインだけでなく、ヒト・コトづくりにつながる関係のデ
ザインも同時にアドバイスしている。
例）葛飾柴又帝釈天参道周辺：住民主体の景観づくりを2004年からまちなみガ
イドラインの作成やまちなみ協議会の運営を支援し、2018年文化的景観に選
定。

たにかわ
ち

・人口高齢化に伴う諸課題や、農村に滞在して農作業を体験し安全な食を確保
したいなど都市住民の意向に対応すべく、都市と農村の連携を見据えた冬季集
住や夏季滞在のための実態調査、地域住民の意向調査、新たな居住形態を踏ま
えた農村整備の在り方、農村住民の冬季集住と都市住民の二地域居住を組み合
せた「新たな地域共同体」のあり方を提案する
・シーニックバイウエイ北海道は「みち’をきっかけとして、地域の方々が主
りょうい 特定非営利活動法人グラウン 役となって、行政や企業などと連携しながら、広域的に美しい景観づくり、活
力ある地域づくり、魅力ある観光空間づくりに取り組んで、愛着と誇りの持て
ドワーク西神楽
る地域を実現する取り組みである。北海道の12ルートの中の大雪・富良野ルー
トにて活動を始め11年目を迎える。
・地域の課題を地域自らが向き合い、「宝」に変える！！地域の活動の自立的
な発展とそれによる地域活性化を実現するために、地域にある様々な資源の
「新しい公共」の考え方に基づくコミュニティー活動への参加を促進するコ
ミュニティ活動支援ファンドの試行。

たにもと

八幡浜港みなとまちづくりの会長として、市民フォーラムの開催、みなとまち
づくりプランの策定、みなとまちづくりコンペの実施、市長へのみなとまちづ
くり提言書の提出など、産・民・官・学の連携による地域のみなとまちづくり
を先導的に推進しています。
平成18年より地元高校生徒に授業として「まちづくりとものづくり」の講演
八幡浜港みなとまちづくり協 行っております。
平成25年4月より非営利活動法人港まちづくり八幡浜でみなと交流館の指定管
議会
理業務。
平成１９年 社団法人日本港湾協会 企画賞受賞。
平成２４年 社団法人日本港湾協会 企画賞受賞。
平成２５年 公益社団法人日本港湾協会港湾功労賞受賞
平成２５年 ポート オブ ザ イヤー 受賞

たねいち

たぶち

のりお

しゅんや

まさと

有限会社
究所

・水産業をはじめ第1次産業を主産業とする地域における地域活性化や生活・
産業基盤整備、災害からの復興の計画立案に、主に行政を支援する立場から関
わっています。
・第３者の計画技術の専門家として、地域の関係者の意向・アイデアの把握、
食と地域・建築研
地域の情報収集・分析、実現のためのたたき台案をつくり、意見交換を通じて
合意形成につなげる裏方の役割を仕事としています。具体的には、①地域の特
色の把握・確認、②資源の探索と活用のためのアイデアだし、③活用方策の練
り上げ、④実現のための体制づくり、⑤支援方策導入を目論んだ事業化計画づ
くり をお手伝いしています。

滋賀県愛荘町

■観光振興・地域振興等に対する支援や指導、アドバイス
○観光地域づくり
○ニューツリズム・着地型観光・体験交流型観光
○観光振興計画・観光ビジョン等の策定
○観光振興・地域振興・人材育成等の講演会や研修会、セミナー等の講師
○プラットフォームや広域連携等の仕組み作り、強化等
○人材育成（担い手・コーディネーター）や農家民宿開発等
○着地型旅行商品や体験交流プログラム等の商品造成
○第６次産業化、農商工連携
■まちづくり・地域活性化・地域再生
○地域活性化支援アドバイザー
○地域資源活用アドバイザー

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

玉田

玉村

樹

雅敏

ふりがな

たまだ

たまむら
し

たつる

まさと

まちづくり

平成３０年４月１日現在

所属名称

取組概要
○「ふるさと回帰を促進する仕組み」の提案と支援
遅々として進まない“地方創生”に対して「地方創生 逆転の一打」を出版
し、国は「公助」づくりに躊躇があってはならない、ということを書きまし
た。地方からの声が上がることを期待します。
○「ふるさと起業」の支援
“東京で雇用されているより田舎で生業をつくりたい”とする人が30％に上る
時代となりました。このための起業研修や起業の立ち上げの支援をしていま
㈱ふるさと回帰総合政策研究 す。
○「空き家の市場化」の支援
所
“空き家が14％ある”といえども、市場に出てくるのはわずか数％にすぎませ
ん。田舎の空き家所有者の6割は大都市に住んでいるので、これに働きかける
プロジェクトを提案・支援します。
○「“企業人”の誘致や城下町の形成」の支援
これまでのように企業を誘致するのではなく、“企業人”を誘致する時代とな
りました。この方策について研究を進め、具体的な支援をしています。

慶應義塾大学

・ 自治体の地域戦略の立案・推進や官民連携モデルの構築支援、SDGsやグ
ローバル戦略、企業のソーシャルマーケティング戦略やCSV戦略の立案、社会
インパクト評価、生活価値や幸福度の評価手法開発、地域マイレージ、ミュー
ジアムマーケティング、学校評価、政策マーケティング（青森県・東海市
等）、ぶり奨学プログラム（長島町・氷見市）、スポーツによるまちづくりな
どのシステム設計を手がける
総合政策学部
・全国各地にて、実効性のある総合計画の構築や、トータルマネジメントシス
テムの構築、計画群の総合化など、自治体経営のシステム構築に従事
・地域の生活課題や生活価値、幸福度などを、関係者協働で調査し、その「み
える化」と「共有化」から協働・共創を促すシステム構築を支援
・公共施設のリノベーションや、ミュージアムや図書館等の文化・観光施設、
企業のコミュニケーション施設の基本構想検討を支援
木造住宅密集地域の地権者、関係権利者に対して、阪神・淡路大震災の教訓を
生かして、木造住宅密集地域における改善・防災・環境の向上・過密した市街
地の有効活用や建物の共同化及び整備に関する研究を行い、安全で快適なまち
づくりに寄与するとともに、高齢者・障害者介護及び医療施設の基盤整備を促
進する事業を行い、要介護高齢者・障害者福祉及び医療の増進に寄与する。

田村

近兼

文男

孝休

たむら

ちかかね

坪田

知己

つぼた

鶴田

浩一郎

つるた
う

ふみお

・医療法人仁医会 介護老人保健施設コンサル
NPO法人
密集住宅地区整備
・社会福祉法人善光会福祉複合施設コンサル(工業専用地域に建設)
促進協議会
・耐震偽装マンション グランドステージ池上 建替えコンサル（マンション
建替え円滑化法）
・密集住宅地区整備共同化 アイリス壱番館(80戸）ル・サンクアイリスタ
ワー（208戸）外１０棟
・ものづくり工場アパート建設コンサル(民設民営工場アパート、延床2400
坪）

〇国の重要文化財指定「旧金毘羅大芝居（金丸座）」で、春の歌舞伎公演を30
回実現
〇国の重要文化財指定「旧金毘羅大芝居（金丸座）」で、秋の歌舞伎公演を２
回実現
たかやす 株式会社琴平グランドホテル
〇自社掘削の温泉を地元旅館に供給して「こんぴら温泉郷」をつくる
〇「こんぴら温泉祭り」の開催
〇「石段マラソン」を実行委員長として開催
地域情報発信のための文章指導を日本各地で実施。
総務省・地域情報化アドバイザー派遣制度により、福井県坂井市、兵庫県丹波
市、京都府宇治市、静岡県掛川市、東京都杉並区、千葉県山武市、群馬県桐生
合同会社・Loco共感編集部／ 市などで実施。
ともみ
東京・杉並区和田商店街では、指導を受けた女性たちが地元商店街の店主をイ
京都工芸繊維大学
ンタビューし、新聞にして配布したことから、住民と商店の交流が活性化し、
2016年11月、東京都商店街グランプリを受賞した。
わかりやすく、画期的な文章法が各地で歓迎されている。
NPO法人ハットウ・オンパクは、別府八湯地域において温泉を核とした様々な
産業を起こす事を目的としています。 この取組みを通じて実現したいのは以
下の３点です。
１．地域の資源（温泉、自然環境、町並み、人材など）を活かした多彩なプロ
こういちろ
NPO法人 ハットウ・オンパク グラムの提供を通じて、各種のサービス産業が成長すること
２．オンパクに参加する事で住民が健康で前向きな暮らし（ウェルネスライ
フ）を送る事ができ、生活の質（ＱＯＬ）の向上につながること
３．旅行者がオンパクに参加し、各種の体験や交流の機会を得る事で別府八湯
のファンになっていただき、リピート化や長期滞在化を実現すること

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

寺井

刀根

良夫

浩志

ふりがな

てらい

とね

よしお

ひろし

まちづくり

平成３０年４月１日現在

所属名称

取組概要
●まちづくりのコンサルタント 株式会社邑計画事務所では、主に岩手県内の
まちづくり に関するコンサルタントを行っています。一方、仕事外でもまち
づくりに関わるさまざまな 実践活動に取り組んでいます。
●被災地支援活動 東日本大震災を機に市民のボランティア団体「一般社団法
人 SAVE IWATE」を立ち上げ、理事長として物資支援、生活相談、心のケア、
株式会社 邑計画事務所、一般
仕事づくり、 学習支援、チャリティ活動など、幅広い支援活動に取り組んで
社団法人SAVE IWATE
います。そのなかで、地 域の埋もれた資源であるクルミを活用しての特産づ
くりが動き始めています。これからは とくに被災地での仕事づくり、新たな
まちづくりに重点をおく考えでいます。

観光ビジネス総研

平成28年度事業紹介
・沖縄県 「沖縄観光課題解決プロジェクト」アドバイザー
・京都府、兵庫県「山陰海岸ジオパークセミナー」講師
・和歌山県市町村組合 職員研修会 「わがまちツーリズム創造セミナー」講
師
・農山漁村活性化支援人材バンク「地方創生セミナー」講師

ＰＲ（パブリック・リレーションズ）の基本コンセプトであるＷｉｎ－Ｗｉｎ
のコミュニケーション概念を生かし、地域が自律的に活性化する仕組みづくり
をプロデュースしています。
殿村

土肥

美樹

健夫

とのむら

どひ

みき

たけお

富田

宏

とみた

ひろし

富永

一夫

とみながかずお

豊岡

和美

とよおか

かずみ

株式会社ＴＭオフィス

株式会社

日本の地域には長い歴史と奥深い文化があり、どの地域にも必ず、世界に引け
を取らない魅力が眠っています。ただ、その魅力を引き出すためには客観的な
視点と時代のニーズを把握する視点、さらにはタイミングを見据えた情報発信
技術が必要になります。
私はこれまで約３０年間にわたり、約２，８００件の実績を積むことで、これ
らを成功させるノウハウを確立しました。

一般的な商業集積、観光施設作り等に加えて、事業化・収益化が難しいと考
えられている、以下のようなソフト事業の自立的な事業化に取り組んでおりま
す。取り組みの“事業としての仕立て”を最も得手としております。
・御当地検定： 明石タコ検定(兵庫県明石市)
・食によるまちづくり： 「鍋焼きラーメン」によるまちづくりと「浪花麺だ
事業開発推進機構 らけ(大阪市)」、「新横浜ラーメン博物館(横浜市)」への出店支援(高知県須
崎市)
・観光案内人、各種アクティビティ
・インストラクター等のプログラムを絡めた、伝統的建造物群保全地区におけ
る漁家民宿整備(京都府伊根町)
・地域活性化と連動したスポーツ・マネジメント(石川県金沢市等)

漁村・漁港に係る地域振興計画や中小漁村を中心としたまちづくりに関する
コンサルタント活動を中心に、大学などの研究者や現場でのシンポジウムや住
民との膝詰めのパネルディスカッション、雑誌・著作等を通じて漁村の地域振
興に関する提案及び具体的な直販・交流施設等の企画・基本・実施設計などに
も取り組んでいる。
日本大震災以後は、ボランティアによる被災漁村復興支援活動と共に、主に
株式会社 漁村計画
水産庁、市町村委託による漁村復興計画策定と並行して、大学、各種学会他の
シンポジウム等に積極的に参加、発言を続けている。また、最近は、水産庁の
主要施策となっている「浜の活力再生プラン」の策定について、それぞれの漁
協等を中心とした再生委員会の活動の相談に応じ、プラン作成を一過性の書類
作成に終わらせるのでなく、息の長い漁業・漁村づくりにつなげるための助
言・支援を行っている。
・八王子市多摩ニュータウン地域で暮らしの支援を実施
特定非営利活動法人エヌピー ・八王子市長池公園＋８０公園の指定管理者を継続
オー・フュージョン長池
・総務省 地域力創造グループと「全国地域づくり人財塾」を実施
・NPOフュージョン長池 公園経営学校を主宰
再生可能エネルギーを活用し、地域の経済循環をつくるためには、地域が主体
となって
の事業化が必要です。そのためには、基本情報を精査し、資金を調達し、事業
化できる
までを徹底的に支援する必要があります。特に大切なのは事業の採算性の確保
と、事
一般社団法人徳島地域エネル
業の利益を地域の活性化にどう役立たせるかということです。
ギー）
地域が自主性を持って事業が出来るようになるように、地域に寄り沿い、伴走
できるアド
バイザーをめざして取組を進めています。
(1)再生可能エネルギーを事業化する取組を支援します。
(2)収益の地元還元型事業の総合的企画策定を支援します。
(3）自治体と連携し、地域の問題解決に資する取り組みを提案します。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

中川玄洋

長坂

長坂

中嶋

中坊

尚登

泰之

成夫

真

ふりがな

なかがわげんよう

ながさか

ながさか

なかじま

なかぼう

なおと

やすゆき

所属名称

まちづくり

平成３０年４月１日現在
取組概要

特定非営利活動法人学生人材バンク
（１）大学生ボランティアを継続的に農村集落へ派遣
平成14年より農山村ボランティアとして大学生を年間30地域、延べ500名/年
派遣しています（農村１６きっぷプロジェクト）。その中から、大学生が地域
で企画を実施したり、田んぼを借り生産から販売までを行なう三徳レンジャー
プロジェクトも生まれています。
（２）若者の移住、起業支援
鳥取大学卒業生が集落へ移住し農業後継者になることや、起業支援、就職支
援を行なっています。2015年より、地域おこし協力隊後方支援を、株式会社鳥
取銀行と一緒に行なっています。
平成25年から「全国地域仕掛け人市」という求人イベントを実行委員会形式
（事務局NPO法人ETIC.）で行ない、地方と都市をつなぐ仕掛けとして継続中で
特定非営利活動法人学生人材
す。
バンク
（３）イベントボランティアのコーディネート
立ち上げ時から、鳥取県のイベントボランティアコーディネートの仕事も
行ってきました。老若男女の市民参加の舞台を作る仕組みをお手伝いすること
が可能です。
（４）中小企業向けの若者派遣プログラム
長期実践型インターンシップ事業を活用し、1カ月から6か月の大学生による
中小企業の活性化事業を行ないます。また若手社員の異業種研修として、鳥取
パラレル留学というプログラムも中小企業・県内金融機関と連携して実施して
います。
（５）地域のつなぎ役、バランスをとる役割として
大学生、行政、民間、NPO、住民などの参画の場づくりやサポートの役割を
担っております。

豊橋屋

／

独立行政法人
整備機構

愛知県豊橋市の商店街マネージャーとして、まちなか活性化のために奔走。
■「豊橋まちなかお店マップ」「豊橋まちなか看板娘マップ」の作成
■空き店舗を改修した交流拠点「花園ベース：HANACOYA」の設置、運営
【グッドデザイン賞2014】
■空き店舗・空き家見学ツアー
■「豊橋に日本一の図書館をつくろうプロジェクト」
などを実施。地元の学生や若手社会人らを、戦力的に活用し、成果を上げてい
る。
WE LOVE MIKAWA
＜経歴・実績＞
H21農水省： 農業を通じた日系ブラジル人青少年と地域社会との共生プロ
ジェクト（豊橋市）
H20,21内閣府、H22,23総務省： 高齢者対応の長期滞在旅行の立ち上げ（沖縄
県久米島町）
H19経産省、H20全国商工会連合会： 食物アレルギー対応旅行の立ち上げ（沖
縄県久米島町）
その他、国内消費財メーカーなどBtoC企業へのマーケティング調査多数。
商業まちづくりを中心に、地域再生・創生、中心市街地の再生、震災復興支
援、まちなか観光、地域資源活用などをプロジェクトチームを組んでご支援さ
中小企業基盤 せていただいています。また、事業リスク、事業の成立性、投資採算性、コ
ミュニティの創造、エリア価値の創造、そして人づくりの観点から、プロジェ
クトをチェックし、時代の変化に対応し、かつ身の丈に合った計画づくりを心
掛けてご支援をさせていただいています。
この通りでは、雪国の町屋様式で雁木を備えていたが、近年の生活環境の改善
による改装等の影響により、その魅力は損なわれ賑わいを失った時期もあっ
た。しかし、「雪国の歴史と文化を活かすまちづくり」をコンセプトとして、
官民協働で街路と建物等を一体的に整備することで、旧三国街道塩沢宿を感じ
させる雪国特有の街並みとその魅力を復元。また、牧之通り組合では、街路事
業と同時に沿道の建築物を2ｍ幅で壁面後退（セットバック）したスペース
に、連続する雁木の建築（復元）を行い、街の統一されたまちなみ形成と冬の
降雪期に対応した、雪国ならではの特色ある快適な公共・公的空間を創出し、
まちづくり活動にも積極的に取り組んでいる。これらの社会資本の整備と協調
した「射干の会」主体で始まった地域活性化イベントの成果もあって、現在で
は最盛期に優るとも劣らない賑わいと交流活動を再生している。

しげお

塩沢商工会

まこと

NPO法人九州バイオマスフォーラムは、バイオマスの普及啓発事業、地域モデ
ル事業としてバイオマスの利活用事業、コンサルティング・講師派遣・バイオ
マス製品の普及事業を行っています。特に草本系バイオマスの収集運搬・利活
用技術に関して、ノウハウを持っています。
バイオマスの普及啓発事業としては、テレビ熊本と連携してH19年度からバイ
オマスをテーマにした55分番組を制作・九州一円に放送しています。また、
NPO法人九州バイオマスフォー BDFカートやミニBDF精製プラントを使って、小学校でバイオマスをテーマにし
た環境教育を行っています。
ラム
木質バイオマスに関しては、薪・木質ペレットストーブの普及啓発や、薪・木
質チップの製造・販売支援、木質バイオマスボイラーの導入簡易診断などを
行っています。
2016年4月に発生した熊本地震では、震災により発生した解体材などの木くず
処理のコンサルティングを行いました。また、災害支援ボランティアのコー
ディネートも実施しました。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

中村

健二

ふりがな

なかむら

中村

隆行

なかむら

中村

哲雄

なかむら

中山

仁枝

哲郎

章

なかやま

にえだ

けんじ

まちづくり

所属名称

平成３０年４月１日現在
取組概要

平成20年3月、関東経産局･関東農政局より｢三ケ目のブランド化による廃棄ミ
カンを利川したペーストの商品化｣で地域産業資源活川計圃に基づき第3号認定
をされる。地元では、有名ブランドミカンとしてのステータスはあったにせ
よ､加工品が皆無であった状況を､このペーストが変革を起こして百数十の商品
が世に送り出されることとなった｡一方で､この事業活勤の地域還元の一環とし
て、20代から70代までの有志を募り、まちおこし勝手巡｢ステキみっかび発信
プロジェクト(＝SM⑥Pe:スマッペ)の発起人で事務局長として活躍。地元商工
会を通じて、中小企業庁の中小企業庁の平成21年度地域資源･こ)(無限犬)全国
展開プロジェクトに｢三ケ目町目本一のみかんの里全国展開プロジェクト｣とし
て詰定を受け、町民の意識を一つにするというフオーカスから、事業の中心的
役割を担う。その後、専門学校バンタン映像映圃学院(東京都)とジョイント
し､外から見たわが町を映像化しようと、自主製作の短編映圃三部作の制作指
揮の企圃がスクートさせる。地域産業資源活川認定の5年開の事業期開が終わ
るのを受けて、町内の中小企業等の有志を集結させ､これまで築き上げてきた
三ケ目ブランドを新たに海外へ売り込むべく、｢三ケ目ブランド国際化推進協
議会(会長職)｣を立ち上げ、｢農業産業化･地域活性化を実現する『Mikkabi』ブ
ランド海外展開プロジェクト｣に取り組むこととなる。このプロジェクトは、
中小企業庁のJAPANブランド支援事業に採択された。 2012年夏には､浜松市｢み
んなのはままつ創造事業｣に採択されて､第二次大戦の切り札として睦軍が秘密
裏にわずか2輛しか生産されなかった四式中戦車チトが、地元浜名湖に隠され
沈められたという言い伝えから、｢幻の戦車発帽プロジェクト｣を立ち上げて､
ソーシャルネットワーク(・cebook)を駆使して全国に発据リポート情報を発信
している｡ 2013年より、中南米目系農業者交流促進事業の実施委員も務める。

三ヶ日町観光協会

1997年に広島県域の中間支援組織として、立ち上げて以来①NPOに関する情報
の収集提供事業、②共同事務所の運営、③NPO資源循環システム・資金助成事
特定非営利活動法人ひろしま
業としてNPO活動奨励賞、ろうきん寄付システム、ひろしまNPOサポート倶楽部
たかゆき
NPOセンター
などの仕組みをつくり助成事業を行う。④人材育成事業、⑤大学連携事業、⑥
ネットワーク構築などを行っている。
平成２４年１月２２日農林水産省東北農政局主催の農山漁村の地域活性化シン
ポジウムのパネラー、地域活性化講演実績、北海道東川町、七飯町、宮城県北
６町の議会議員、涌谷町、山形県山形市、最上町、東京目黒区めぐろシティー
カレッジ。大学関係では、お茶の水女子大学生、岩手大学生８回講義。葛巻町
一般社団法人葛巻町畜産開発 に来町した沖縄県名護市会議員、北中城村議会議員、千葉県印旛郡議会議員、
てつお
早稲田大学院生、明治大学生、日本大学生、東北学院大学生などに地域活性化
公社
について講演.平成25年は山形県最上町、宮城県涌谷町、岩手県岩泉町、奥州
市、神奈川県川崎市、東京都稲城市などで地域活性化について講演。平成２６
年は東京都、金沢星陵大学などで講演、来日したフィリピンの農林省若手職員
に地域開発と地域活性化について講演、現地指導など

てつお

あきら

一般社団法人日本スポーツ
ツーリズム推進機構

特定非営利活動法人
紀の真庭塾

スポーツツーリズム推進組織の設立支援、スポーツイベント・合宿誘致等の計
画策定・アドバイス・国内外のビジネスマッチングを行っています。2019ラグ
ビーワールドカップ・Tokyo2020オリンピック・パラリンピック・2021ワール
ドマスターズゲームスを控える日本に注目する世界に、地域をアピールする機
会です。メガスポーツイベントを活用するとともに、それ以降の地域スポーツ
の在り方を構想する契機となっています。この時機を逃さず、スポーツによる
地域イノベーションを起こす必要があります。
★最近3ケ年のスポーツツリズム推進事業への関わり★
2014年 北海道「スポーツ観光人材育成事業」 アドバイザー
2014年 沖縄県「スポーツコンベンション誘致戦略構築検討委員会」 委員
2015年 北海道オホーツク総合振興局「スポーツ合宿ブランド化推進事業」
アドバイザー
2015年 札幌市「地域スポーツコミッション調査業務」 アドバイザー
2015～16年 徳島県東みよし町商工会「小規模事業者地域力活用新事業全国展
開支援事業」
（経産省補助事業） アドバイザー
2016年 千葉県銚子市「スポーツタウン構想」（内閣府地方創生交付金） ア
ドバイザー
2016年 栃木県矢板市「スポーツツーリズムアクションプラン策定事業」（内
閣府地方創生交付金）
アドバイザー
2016年 北海道北見市「オホーツクサイクリングブランド化推進事業」（内閣
府地方創生交付金）
アドバイザー
2016～2021年 関西ワールドマスターズゲームス2021組織委員会「レガシー創
出委員会」アドバイザリー・コミッティメンバー

○1993年に岡山県真庭市の若手経営者を中心とした「21世紀の真庭塾」を設立
し（２００２年にＮＰＯ法人）、事務局長として環境と街並み再生によるまち
づくりを推進。この活動の中から、2004年には真庭バイオエネルギー（株）と
真庭バイオマテリアル（有）の２企業を立ち上げ、木質バイオマスのエネル
２１世
ギー及びマテリアル利用として地域の新事業創出に取り組んできた。
○2010年に官民共同で設立された「真庭市バイオマスリファイナリー事業推進
協議会」の事務局長に就任し、バイオマスの高付加価値利用及びトータル活用
の事業化に取り組む。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

納戸

義彦

芳賀沼

伸

ふりがな

のと

よしひこ

はがぬま

橋立

達夫

はしだて

畠田

千鶴

はただ

しん

たつお

ちづる

所属名称

NPO法人島の風 /
島の元気研究所

まちづくり

平成３０年４月１日現在

取組概要
■「古民家をリサイクルし、地域住民が運営するコミュニティ・ツーリズムを
推進するプロジェクト」（古民家再生プロジェクト）■「沖縄古民家再生職人
養成カレッジ」■「農的暮らしキャンプ」■「住民による島の宝再発見事業
『しまあかり』」■「風の学び地の学び『島塾』」（新規人材育成事業）■
「地産地創」（島の元気研究所）等、それぞれの事業は決して大きくはない
合同会社
が、それらを互いに力強くリンクさせることで「島を残し守り伝える」ことを
ミッションにした「開発に頼らない持続可能な島づくり」という大きな総論に
根ざした事業構築をめざしている。
地域活性化の戦略、メソッドが華やかな現在、あえて総論の議論に立ち戻り、
地域に今必要な、あるいは次世代に引き継ぐために必要な「Something for
Nothing」（何かのためではない大切なこと）といえる事業展開である。

<㈱芳賀沼製作 概要>
・国内でログハウスの先駆者として、ログハウス村「はりゅうウッド村」を35
年前より建設し、現在98棟となる。
・2011年東日本大震災後、福島県木造仮設住宅でログハウスでの仮設住宅の提
案者メンバーとなり、600棟を建設する。
<NPO法人みなみあいづ森林ネットワーク 概要>
・地元林業従事21団体（3森林組合含む）と木材（立木）の価格を守り、収入
を増やす為、古くて新しい産業づくりを展開（素材での有効活用法）。
株式会社芳賀沼製作 / NPO法
・森林認証材の具体的活用法を提案、実施（A・B材-縦ログ・家具、B・C材-日
人みなみあいづ森林ネット
用品・玩具、C材-アロマ、薪利用）
ワーク
<㈱マストロ・ジェペット 概要>
㈱マストロ・ジェペット /
・町内加工業者4社と都市在中デザイナーと組み、海外（ヨーロッパ・中東・
NPO法人南会津はりゅう里の会
アジア）を見据えた木製玩具の販売展開中。
<NPO法人南会津はりゅう里の会 概要>
・地元住民とIターン・二地域居住者(土地を借地方式とした「はりゅうウッド
村」の住人)による、山村での豊な生き方・暮らし方の実践を現在進行中、事
務局の役割をになう。アロマ事業を開設し、地元住民が採取した枝葉でオイル
を精製し、出口販売先と共同で新しい職づくりを展開。
・山村大学から継続している野外教育事業を発展し、広大なフィールドを活用
した新たな観光産業を展開。
集落活性化を中心テーマとして、地域の方々とワークショップを行う中で、地
域の課題を明らかにし、解決の方策を考える取組みを行っている。地域の中に
秘められている活性化に向けての力に気づいていただくことにより、可能性が
見えて着る。また、ワークショップを行う過程で、事業実施の機運と体制を
作っていくことを重視している。
■活動テーマ
地域活性化全般、自治体アンテナショップの運営、地域ブランド、地域プロ
モーションの講演、執筆、委員、アドバイザー、調査・研究
■主な活動
【講演・講義】官公庁、地方自治体、大学、民間企業、経済団体ほか
・財務省北陸財務局「北陸地域創生フォーラム」2016年11月29日

作新学院大学

一般財団法人
ンター

地域活性化セ

・滋賀県商工会連合会「地域ブランド研修」2016年6月11日、8月23日
・早稲田大学「立ち上がれ！早稲田大学地方創生フォーラム」2016年10月
14日
・自治体国際化フォーラム「海外自治体幹部交流協力セミナー2016（北
京）」
2016年11月9日ほか
【アドバイザー、委員】地域ブランド、アンテナショップ運営（三重県、鳥取
県、島根県、広島県ほか）

蜂谷

服部

潤

彰治

はちや

はっとり

じゅん

一般社団法人 うみ路 /
同会社 シーベジタブル

2013年3月、高知県東端に位置する室戸を拠点とした地域の会社“一般社団本
法人うみ路”を設立。
主に地域内で生産される農産品や水産品を使用した加工品の開発や販売、地域
内外の交流イベントや勉強会の企画、カフェの運営など地域に根ざした事業を
多岐にわたって展開している。
合
2016年4月、海藻の陸上用養殖を中心に行う合同会社シーベジタブルを設立。
室戸市の特産品である海洋深層水で海藻の陸上養殖モデルを確立。その後は日
本各地で展開できるよう、海水井戸水（地下海水）を活用し海藻やアワビ類の
陸上養殖のモデル作りを行ってきた。現在はこのモデルをもとに、福祉作業所
や高齢者等、成立させることが難しい事業者とパートナーシップを組んだ日本
各地での事業モデル作りを行っている。

政令指定都市の中心市街地において、初めて設立された「まちづくり会社」。
まちづくりに貢献し、収益を確保する事業を実施し、自立的に運営を行ってい
る。さらに、まちの新陳代謝を生むため、収益をまちづくりに還元し、まちの
しょうじ 札幌大通まちづくり株式会社
活性化に繋げている。平成２３年12月には、都市再生特別措置法に位置づけら
れている「都市再生整備推進法人」に全国初で認定され、都市再生整備計画へ
の提案、特例道路内での利便増進協定施設の運用などを行う。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

服部

年明

花井

恒三

林

林

林

林

林

賢司

光一

春野

弘樹

浩志

ふりがな

まちづくり

平成３０年４月１日現在

取組概要
① ０２年から5年間長野ＴＭＯタウンマネージャー就任。大型空店舗が相次
ぎ撤退した中央地域と、空洞化した善光寺門前の活性化に取り組む。まちづく
り会社を設立し、地域住民の要望に応え、市と連携し大型空き店舗に公益の交
流と子育て支援施設と直営の食品スーパーを開設、同時に500人を雇用する
コールセンターを誘致した。次いで善光寺門前の連鎖する空店舗及び蔵、居宅
を活用し、パティオ形式の商業施設を開設。同駐車場整備等5事業を事業化。
有限会社 リテイルウォーク
一方で民間事業を誘発しまちなか居住、、空店舗へのテナント誘致に取り組
はっとり としあき ／ 株式会社 全国商店街支援
み、 空洞化した中央地域再生の口火を切る。一方で後継のタウンマネー
センター
ジャー育成に取り組む。
② 商店街支援センターにおいては、全国各地での地域商店街活性化活性化計
画策定と事業推進の指導、支援にあたる一方で、個店の魅力向上と繁盛店づく
り、次代を担う人材の育成に取り組む。
③ 中活アドバイザーとして、伝道師として上越市、焼津市、沼田市などの中
心市街地活性
化計画検討の指導、助言にあたる。
①奄美と本土・沖縄の人材マッチング（ヒューマンネットワークウェア）
②本土・沖縄から奄美に住みたい・投資をしたい・貢献したい方、奄美を調
はない こうぞう
奄美のトラさん
査・研究・提言したい方、奄美で自分を極めたい、表現したい方（マドンナ、
男性 含む）への奄美の入口案内ボランティア。

はやし

はやし

はやし

はやし

はやし

所属名称

地域に新たな活動を起こす時、そこには「新たなアイデア」と「実現に向けて
活動を牽引する人材」が必要となる。また、ただ活動を展開するだけではな
く、住民との調整を行ったり、役場と議論して目的を整理する必要もある。私
たちは「地域おこし協力隊制度」を活用し、都心部から優秀な大学生・若手社
会人を地方に送り込み、現地で彼らの活動の支援する仕組みを作った。これに
より、若者が「新たなアイデア」を作り、かつその若者が中心とって役場や住
民と一緒になって活動を展開していくことができている。これまでに、カリ
フォルニア大学バークレー校・東京大学大学院・慶應義塾大学大学院など出た
学生・若手社会人『述べ56人』が、島根県津和野町・岡山県和気町・岡山県吉
備中央町・鳥取県に入り、主に教育・観光・農業・林業の分野で、地域住民と
一緒になったまちづくり活動を行っている。
■ これまで支援してきた活動（例）
・津和野高校魅力化事業（島根県津和野町） http://tsuwano.ed.jp/
・津和野型自伐林業推進事業（島根県津和野町） http://tsuwanoringyo.net/
・地産地消推進事業（岡山県吉備中央町） http://www.kibichuomarche.com/
・地域情報発信事業（島根県津和野町） http://tsmoyo.jp/

けんじ

（株）FoundingBase

こういち

地方債協会時代では、全国で展開する地方債資金を活用した地域づくりに関
する各種施設を取材してまいりました。平成３年から地域活性化センターでの
地域づくりへのかかわりは、企画調査課時代での、自ら考え自ら行う地域づく
り事業の事例収集整理などをはじめとして、冊子の編集、映像コンテンツの作
一般財団法人 地域活性化セ 成、新聞広報の取り纏め、自治体の各種計画づくりの支援、民間が実施する地
ンター（兼務 一般社団法人 域づくり活動への支援、人材育成プログラムの実施などに関わってきました。
また、28年度には総務省が設置した首都圏から地方への移住を希望する国民
移住交流推進機構）
を対象とした相談窓口「移住・交流情報ガーデン」で、移住希望者との相談業
務を行いましたす。２９年度下期からは総務省が「移住・交流情報ガーデン」
に設置した「地域おこし協力隊サポートデスク」で地域おこし協力隊制度の活
用に向けての相談業務を行ってきています。

はるの

ひろき

ひろし

エーゼロ株式会社

映像や写真、イベント、プログラム実施、様々な手法で地域に暮らし働く人達
が増えていけることをお手伝いしてきました。
また、現職のエーゼロ株式会社では地域での起業＝ローカルベンチャーを代表
に、地域で自分らしく生きたいと思う人や企業の伴走をしていきております。
メインで担当：
西粟倉ローカルベンチャースクール
西粟倉ローカルライフラボ 等

ものがたり法人

商店街を舞台にした住民参加型映画「らくだ銀座」プロジェクトでの全国展
開を機 に、 北海道から沖縄まで様々な事業を行っている。 この事業の特色
である『地域づくりに興味のない住民層をも「地域づくり」に巻き込む手法』
や『個人や企業、 学校等での「関係性の中から創り出す物語」の生成メソッ
ド』が人材育成の研修として注目されている。特にそのプロセスづくりを大切
にしている。
プロジェクトの取組みの中で、多くの人がひとつのことに向けて、時間・
体力・頭脳を使い、関わり、仲間をつくり、共に汗を流す、そんな｢創発型の
まちづくり」をプロデュースし続けている。 経済産業省 「地域におけるキー
パーソン活用・支援方策に関する研究会」委員として、地域からの 相談に対
し幅広く活躍する。 地域の人を巻き込んだ場づくりを得意として、地域情報
発信や自分たちの地域で創造する力を意識する講演会、討論会、ワークショッ
プなどを行っている。

一般財団法人
総合研究所

FireWorks

近年の食品に関する様々な問題、O-157や産地偽装など食品の安全・安心に対
する不安が高まっている。一方、忙しい社会生活、長引く不景気、ファースト
フードやコンビニエンスにより家庭で料理をしない人々が増えてきている。さ
らに、魚介類についてはその数はより多い。このため、わが国が培ってきた食
漁港漁場漁村
の文化が薄れ、食育（魚食）といった活動が行われてきている。このような状
況にあっても家庭や外食・中食産業、食育の場へ安全で安心な水産物を提供す
るには、やはり漁港での衛生品質管理は重要あり、ここで品質が低下した魚介
類は、その後回復することはない。このようなことから、水産物の衛生品質管
理を軸に水産物の提供と一体となった地域づくりに取り組んでいる。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

原田

弘子

ふりがな

はらだ

ひろこ

引地

恵

ひきち

めぐみ

平野

彰秀

ひらの

あきひで

まちづくり

平成３０年４月１日現在

所属名称

取組概要
以下のような取り組みを通じて、自立可能なまちづくりを支援します。
●コンセンサス形成
イベントや情報発信により、まちのブランドイメージを形成します。ワーク
ショップを通じ、参加者の自発的な取り組みを誘発し、持続可能な取り組みに
つなげる。
●市民協働
ＮＰＯや市民、外部団体との連携により、活性化事業及び担い手を発掘し、
マネジメントオフィスHARADA
活動を支援します。
●民間事業開発
中心市街地活性化の取り組みと、企業、行政との利害を調整し、民間事業者等
による中心市街地活性化事業を開発します。
●開業支援
開業相談、ビジネスプラン作成、戦略的な空き店舗対策を企画立案
震災後は、亘理町職員として救援物資を担当し、体育館内で物資の搬入・搬出
などに携わる傍ら、地域文化伝承講座の開設や宮城大学と連携した学習支援
（稲盛財団東日本大震災復興ボランティア助成事業）、日本ヒプノセラピー協
会主催のメンタルケアセミナー（独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成
事業）の運営などのボランティア活動を実施した。亘理町職員退職後、
WATALISを立ち上げ、東日本大震災の被災地域において、着物地を再利用した
株式会社ＷＡＴＡＬＩＳ／一 手しごとによる商品を企画・販売し、長時間の就労が困難である高齢の女性や
乳幼児を持つ母親などに対する就労支援を行い、地域経済活性化の一助として
般社団法人ＷＡＴＡＬＩＳ
いる。受け継がれてきた地域の文化や人々の思いを商品という形にし、様々な
世代の女性たちがその製作者となることで、地域社会が潜在的に持つ高齢者の
知恵や縫製技術などの人的パワーを掘り起こし次世代に受け継ぎながら、既存
の枠組みを越えたあらたな地域コミュニティを創り持続発展させる事業を実施
している。
特定非営利活動法人 地域再生 ・農山村における地域づくりと自治再生の支援
機構
・地域住民主導による小水力発電の導入・木質バイオマスボイラー導入の支援
数々の地域活性化や観光振興のお手伝いをさせて頂いている内に、言うだけで
何もしない人が多いこの世の中で、自ら考え、行動を起こし、真っ当で当たり
前なことをごく当たり前に続けている人たちこそ、貴重で、尊い存在であり、
行動し続ける先にしか、結果は生まれず、成果は後からついてくるものだ、と
いうことに気が付きました。
いろんな地域のさまざまな事例を拝見してきて、成功事例や素晴らしい取り組
み、活動に唯一、共通しているのが、魅力的な担い手の皆さんの存在です。
「COREZO（コレゾ）賞」表彰事業は、そんな方々が一堂に会して、ウマい食を
食べ、ウマいお酒を酌み交わしたら、きっとおもしろいことが起こるだろうと
思って始めました。

平野

龍平

ひらの

「COREZO（コレゾ）賞」は、「権威なし、「権威なし」、「名誉なし」、「賞
金なし」の三拍子揃った「三なし賞」の上、毎年、表彰式は、受賞者のおられ
富士急行株式会社／一般財団 る地方で自主開催して頂き、旅費、宿泊費は、自腹、飲食も参加者の持ち寄り
りゅうへい
なのに、既に4回実施し、延べ300名近い表彰者と関係者、賛同者の交流の場に
法人コレゾ財団
もなっています。
案の定、日常、交流することもない、分野も業種も職種も違う多士済々な皆さ
んが一堂に会することで、思いもよらない化学反応が起こり、主催者も知らな
いところで、いろんなコラボや協働等、おもしろいことが次々に始まっていま
す。
自分のような若輩者が「地域活性化伝道師」に認定され、何かアドバイスする
なんておこがしく、先達の皆さんに対し、失礼に過ぎると自覚していますが、
「COREZO（コレゾ）賞」他を通じて、数多くの皆さんとのご縁と人的ネット
ワークだけは、有しており、「人」と「人」のご縁をつなぐ役割は果たせるの
ではないか、と考えています。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

平原

秀則

ふりがな

ひらはら

ひでのり 平原建設株式会社

フィンド
レー・ロス・
アントニー

ふぃんどれー・ろ
す・あんとにー

福留

強

ふくどめ

藤井

信雄

ふじい

藤倉 潤一郎

所属名称

つよし

のぶお

ふじくら じゅんい
ちろう

まちづくり

平成３０年４月１日現在

取組概要
例えば沖縄の慰霊地に奉納された千羽鶴。実はその最終処分の方法は自治体の
大きな悩みです。そこで、千羽鶴を再生紙として甦らせ、ノートや名刺の台紙
などに製品化して慰霊地の記念品として販売。これを発展途上国の子どもたち
の教育に役立てられています。
また、千羽鶴の解体、仕分け作業を障害福祉施設の利用者にお願いし、工賃の
向上を担っております。さらには、沖縄や広島への修学旅行の平和学習プログ
ラムとして、千羽鶴の解体・仕分け作業のボランティア活動を組み入れるな
ど、人と人をつなぎ、地域とつながる方法を考えて来ました。 また被災地支
援では、北海道等で産業廃棄物に過ぎないホタテの貝殻を、牡蠣養殖の採苗用
に被災地の被災障害者施設で加工し、広島等の養殖地に販売する取り組みを進
めており、被災地の障害者の就労支援を通じて、人と人とのつながり、人と地
域とのつながりを再生することを目指しています。
直近の事例としては、平成２４年８月、北海道の北広島市で、障害者支援施設
を経営する地元社会福祉法人の地域貢献をコンセプトに、北海道と広島の酒造
協会の協力の下、銘酒の試飲会のイベント「北の酒祭り」を開催し、地域住民
の絆づくり、地域活性化のお手伝いをさせていただきました。

『通年型アウトドア体験観光カリスマ』
冬のスキーによる観光のみの北海道ニセコ地域にラフティングなど下記体験観
光の魅
力を付加し国内外からの観光客が集まる通年観光の地に変貌させた。また、
「一般社団
法人ラフティング協会」の設立に当初から参加しラフティングの安全性やサー
株式会社 NAC
ビスの向
上を通じてラフティング人口の増加に寄与した。北海道のフィールドを活かし
たアウトド
アアクティビティを通して地域の魅力を引き出し、また地域の活性化につなが
ればとの
思いで常に新しい視点で「楽しさ」を発掘しつづけている。
①大学と地域の連携によるまちづくりの連携
②高齢社会の活性化の提案、「創年運動」の提唱
③「子ほめ条例」のまちの推進、まち全体で子どもの健全育成
聖徳大学 ／ NPO法人全国生
④NPO法人全国生涯学習まちづくり協会での活動、まちづくりイベント、研修
涯学習まちづくり協会
の企画、実施、地域の調査など、行政職員の研修
⑤観光でまちづくり、着地型観光と指導者養成を実施
⑥日本・韓国生涯学習まちづくり国際フォーラムの実施
・都市計画課で近鉄四日市駅西の四日市工業高校跡地開発を担当
・企画調整課で名古屋圏の主要5都市（名古屋市・豊橋市・岐阜市・浜松市・
四日市市）による都市間ネットワークや総合計画策定、四日市地域総合開発整
備構想策定などを担当
・商工課で中心市街地活性化基本計画策定や四日市工業高校跡地開発のリ
ニューアルオープン、技術集積活用型産業再生特区などを担当
・市民文化課で市民活動による地域再生計画や博物館内の丹羽文雄記念室整備
四日市市役所（三重県）
などを担当
・四日市港管理組合で四日市港長期構想の策定などを担当
・政策推進部で2011年度から2020年度までの新たな総合計画（基本構想・基本
計画・第1次推進計画）の策定、並びに第2次推進計画の策定(2014年1月)、四
日市市産業活性化戦略の策定(2014年3月)、四日市市産業活性化戦略に関する
提言書に掲げられた先導的事業の推進(2014年度)などを担当
様々なコミュニティビジネス／ソーシャルビジネスが生み出される環境を整
備することで、コミュニティの潜在力・総合力を引き出し、地域住民等が連
株式会社 地域協働推進機構／
携・協力しながら主体的に課題を解決していく取り組みをお手伝いしていま
法政大学大学院政策創造研究
す。
科
また、各地の取り組み事例を共有化し、地域間の連携により様々な共同事業
を展開していくための仕組み作りに取り組んでいます。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

ふりがな

所属名称

まちづくり

平成３０年４月１日現在
取組概要

◆「まちづくりはひとづくり」をキーワードに“よそ者、わか者、ばか者”を活用した住民参加型の自立型
地域を目指す。一過性で終わらない継続的な活動を実現するために、ビジネス視点でのコーチングにより成
果を上げていく。
・【静岡県】「四季を通じて観光客を魅了する河津グルメ＆魅力発信プロジェクト」
河津桜で有名な静岡県河津町は、桜の季節に観光客が集中し、それ以外は閑古鳥だったことが大きな課題
だった。認知度の向上をめざし、地元住民が自発的に情報発信を実行する体制を作り上げた。ドラマ『孤独
のグルメ』で紹介されたご当地グルメ「わさび丼」をきっかけに観光客が押し寄せ、ドラマ放送までわずか
2 軒だったわさび丼が食べられるお店が 15 軒に急増。聖地化されることになった。さらに地元の「わさ
び」そのものが見直され、わさびを使ったグルメ開発で、平成27年4月、まちおこし集団が株式会社化し
た。

藤崎

愼一

ふじさき

しんいち

株式会社
ング

地域活性プランニ

・【静岡県】「富士宮観光戦略プロジェクト」
まだＢ級ご当地グルメがメジャー化する前に、富士宮やきそば学会が、ご当地グルメ「富士宮やきそば」を
観光資源として活用すべく立ち上がった際に、講師として招聘。地域人材を活用し、「資源発掘→ターゲッ
ト設定」という手順で、地元グルメを活用した観光街づくり一体化に向けたプロジェクトを成功に導いた。
・【大分県】ロケツーリズム推進協議会設立で観光客UP!
2014年に放送されたNHK大河ドラマ『軍師官兵衛』の影響により、同県中津市にある資料館に1年間で30万人
もの観光客が訪れた。マスメディアへの露出が、観光に与える影響は大きなものであったが、県内にある市
町村単位のフィルムコミッションや他関係団体が相互に連絡・協力を図る体制が確立できていなかったこと
から、「大分県ロケツーリズム推進協議会」を設立。ロケツーリズムの第一人者として招聘を受け、マスメ
ディアの効果的な活用方法について、各団体に所属する職員へと向けた人材育成を実施した。
・【千葉県】成田空港ブランド戦略会議
「成田空港をブランド化へと向けたPR戦略と、情報発信体制の造成アドバイザー」。
成田ブランドを伝える自立した情報発信組織「成田空援隊」を結成し、官民が一体となってロケ誘致を行い
シティプロモーションへと繋げる仕組みづくりに導いた。また新たな特産品「成田ソラあんぱん」の開発に
携わり、成田市女性職員を中心とした広報担当「成田ソラガール」を結成し、成田市のみならず都内、そし
てアメリカ・ロサンゼルスでのＰＲイベントも成功した。
・【東京都】「映像作品版権活用ワーキンググループ」
映画やドラマの撮影実績を、まちのプロモーションに活用すべく、都内の行政担当者と一般企業へと向けた
勉強会の開催。映像業界の現状と需要から交渉ノウハウまでを指導。

藤田

藤田

藤原

勲

とし子

啓

ふじた

ふじた

ふじはら

いさお

【球磨人吉 地域づくり委員会】
平成27年5月18日 球磨・人吉が、相良が生んだ保守と進取の文化、日本で
もっとも豊かな隠れ里人吉球磨として日本遺産に熊本県で認定第１号となりま
した。より多くの人達が人吉球磨に来て頂けるよう、官民一体となった地域づ
くり、木の文化を全国、世界に発信する初めてのモデルになるよう、「日本、
木の文化と地域づくり」を人吉球磨の各市町村の民間、行政、政治家、宮司、
住職の皆さまにご出席いただき、開催をいたしました。
一般財団法人 神成文化の森 【ラオスフェスティバル2015】
平成27年5月23日～平成27年5月24日 東京都渋谷区代々木神園町 代々木公園
藤田財団 / 藤田株式会社
イベント広場でラオスフェスティバル2015が開催されました。藤田勲も ラオ
スフェスティバル実行委員会の 副会長、主催者の一人として参加し、ラオス
外交関係樹立60周年記念のお祝いにヒメザクラ（看板）高さ２,２ｍ、高さ１,
８ｍの計２枚をお贈りさせていただきました。また伝道師として実行委員会の
皆さまへ日本、木の文化の素晴らしさをお伝えをさせていただき、本桜の拍子
木もお贈りさせていただきました。日本、木の文化とスポーツ文化の振興を日
本、そして世界に向けて力を入れ発信してまいります。

としこ

１）戦略的情報発信事業による、まちのにぎわい創出＆回遊性の演出
・「情報の受け手」である市民・消費者を「情報の発信者」に！を合言葉に、
市民参加型まち歩きMAP＝【ペーパー版facebook】プロジェクトを各地で展開
しています。
・市民有志が自ら住み慣れたまちなかを歩き調査し、集めた情報を自身の言葉
でMAPに綴ることで、既成のマップと差別化。情報の受け手の共感→共振→感
動のスパイラルを醸成し、「訪れて楽しいまち」のイメージ形成へとつなげて
感動のデザイン
いきます。
２）まちのブランディングと新たな担い手の育成
・地域の多様な主体の参加によるワークショップを開催。地域の現状・特性の
把握を行い、「このまちならでは」の魅力発見と地域活性化の手法を皆で見出
し、まちのブランディングへとつながる事業を展開していきます。
・事業展開の過程において、地域活性化の新たな担い手を見出し、地域ぐるみ
で育成していく「しくみ」と「ネットワーク」の形成にも、力を注いでいま
す。

けい

まちとひと
研究所

私は、島根県雲南市旧吉田村において昭和58年から現在まで続く「鉄の歴史村
づくり」（たたら製鉄の歴史的遺産を活かし、価値向上と情報発信を行うこと
で地域ブランド価値を高め、ものづくり、交流サービスなどの地域経済振興を
図ろうとする活動）を、自治体職員として創始した創業者のもとコンサルティ
ング活動に取り組んできました。前述旧吉田村が雲南市として再スタートする
際には、地域と民間が主体となった継承をめざし、平成16年に住民有志ととも
に株式会社鉄の歴史村を起業。古民家カフェの開業、安全安心の食の加工品製
造を軸とする地域ビジネスの起業を実践してきました。
こうした現場で蓄積してきたノウハウをもとに、中山間地域における地域資源
株式会社シーズ総合政策研究 活用や課題解決を目的とするコミュニティ・ビジネス、ソーシャルビジネスの
検討から立ち上げ、実施に至るまで支援して参りました。さらに、中山間地域
所
の現場で元気にコミュニティデザインを実践する若き担い手世代とのネット
ワークを活かし、首都圏在住のソーシャル層を対象にした講座「しまコトアカ
デミー（島根県）」を平成24年に、雑誌ソトコトとともにプロデュース。首都
圏在住のソーシャル関心層を対象に、島根県との関係人口づくりを都内講座と
現地実習によるプログラムで展開してきました。６期が終了した現在までの６
年間で、受講生は約100名となり、その約3割が島根に移住。5割以上が関係人
口として首都圏でつながりプロジェクトなどを展開しています（ソトコト2018
年2月号参照）。現在はこのほか、奈良県、福井県大野市など７講座の企画運
営を行っています。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

ふりがな

所属名称

まちづくり

平成３０年４月１日現在
取組概要

藤村

望洋

ふじむら

災害を想定しながらも「美味しく楽しい」地域活性化活動「ぼうさい朝市」
の仕掛け人。かつての北前船ルートでつながる港町をネットワークして、日頃
から防災をテーマに活動し、いざというときの救援物資に見立てた特産品（美
味しい救援物資）を全国各地から運び込み、地域住民が訓練を兼ねて設営した
テントで販売する産直市「ぼうさい朝市」を開催。この仕組みを活用して、山
形県庄内地方の特産物の大阪への流通コースを構築する「特産物のフルコース
ディナー」を開催（Ｈ２３年度山形県鶴岡市と酒田市と大阪を結ぶ地域活性化
伝道師活動）。
「ぼうさい朝市ネットワーク」では、いざという時は混乱する被災地ではな
く、安全な「隣」が拠点となって支援する仕組みを提唱。壊滅的な被害を受け
た南三陸町「おさかな通り商店街」もネットワークに参加しており、その経過
早稲田エコステーション研究
から、山形県酒田が「災害時の隣」となり、全国各地から酒田を中継基地とし
ぼうよう 所（ぼうさい朝市ネットワー
て南三陸町へ救援を行い、第２段階で「福興市」を立ち上げ、第３段階で地方
ク）
都市と南三陸を結ぶ地域連携による商店街再生のビジネシモデル構築を支援し
ている。「福興市」はＨ２３年度「地域づくり大賞」を受賞。Ｈ２４年３月、
全国からの被災地支援団体・企業と被災地の地元団体をつなぐコーディネート
組織「一般社団法人南三陸福興まちづくり機構」を設立。漁業及び林業の６次
産業化を全国連携で取り組んでいる。
瀬戸内海は、エーゲ海やカリブ海に勝るとも劣らない歴史と風景と地域資源
をもつ海洋観光の最適エリアである。しかしエーゲ海等で今や巨大な観光産業
となっている小型船による島めぐりクルージングはほとんど行われていない。
国際的な海洋観光産業を瀬戸内海に事業構築するために、瀬戸内海の島々のＮ
ＰＯや地元自治体や各種の専門家と連携して一般社団法人日本海洋観光推進機
構を設立。

藤原

一夫

ふじわら

いつお

船崎

美智子

ふなざき

みちこ

麓

憲吾

ふもと

けんご

中小建設業の経営革新、再生、新分野進出等、建設業関連専門の経営コンサル
タントとして経営指導等を業務とする傍ら、中小企業診断協会東京支部の建設
業経営研究会の代表幹事として、建設業経営の情報交換･勉強会を主催してお
ります。
得意分野は、地域づくりを生かしたワークショップのファシリテーターであ
る。地域、行政、企業、大学とＮＰＯ等をつなぐための仕組みづくりや、協働
事業への取り組みを実施。地域の資源を生かした「地域づくり」、女性の視点
で商品やサービスを提案する「モノづくり」、若者の就職支援や企業の人材育
成などの「人づくり」の活動をする「地域プロデューサー」として活動してい
る。
ライフスタイル協同組合/
特に「農商工連携」や「６次産業化」の講師やシンポジウムのパネリスト、栄
（株）ライフスタイル研究所
養士としての視点を生かして商品開発の企画・運営・経営戦略等の提案を行っ
/NPO法人やまぐち県民ネット
ている。また、最近では「協働のまちづくり条例」等の講演や協働事例の提
２１/公益財団法人山口きらめ
供、中山間地域づくりなど広い分野で活動している。
き財団/山口県立大学
①６次産業化の取り組みと商品開発
②まちづくり、地域づくりの実践ワークショップ
③商店街活性化のコーディネーター
④地域コミュニティの場づくり
藤原コンサルティング

NPO法人ディ！

古川

康造

ふるかわ

こうぞう 高松丸亀町商店街振興組合

古川

直文

ふるかわ

なおぶみ (株)楽市白河

奄美島興しイベント「夜ネヤ、島ンチュ、リスペクチュ」開催。
あまみエフエムの放送業務など
定期借地権の導入で「土地の所有と利用の分離」をはかり、まちづくり会社に
よるエリアマネジメントを実践し、衰退した中心市街地の商店街再生に取り組
んでいる。
(株)楽市白河の事業内容
１．かふぇ・宅配弁当店の運営
２．市民交流施設（指定管理）管理運営
３．商業施設の管理
４．空き店舗対策事業・チャレンジショップ事業
５．マンション建設・管理
６．中心市街地活性化の事業
（表彰）
平成26年 6月16日 国土交通省大臣表彰
平成27年 3月27日 頑張る商店街３０選表彰
平成29年11月20日 地方自治法施行70周年総務大臣表彰

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

古庄

古野

浩

克彦

ふりがな

ふるしょう

ふるの

所属名称

ひろし （株）古庄企画

かつひこ

株式会社
所

まちづくり

平成３０年４月１日現在
取組概要

大手ホテルの総料理長、山形県庄内・食の親善大使、テレビ料理番組レギュ
ラー出演、地域の食文化の講演会など経験豊富。
「地産地消」。現在の主要流通ルートは、大量生産と大量流通を前提として
組み立てられており、その中に小規模生産者も料理人の調理場も小規模販売者
も組み込まれ、互いの連携や流通ルートを持っていない状況である。地産地消
を、生産と販売だけの仕組みだけでなく、料理の現場と料理のノウハウと料理
人のネットワークという視点を加えることにより、特にこだわりの小規模生産
者に対して、生産方法や生産物の種類の考え方と新たな販路を協働で構築する
ことが可能となり、商店街の店舗や飲食店舗は、大手スーパーにない独自色を
出したメニューや品ぞろえが可能となる。地域の食材を使ってのフルコース
ディナー付き商談会の開催や、伝統的食材とその料理方法をプラスした直売所
の運営などを通して、食材と料理と商店街が協働で行う地産地消の推進による
地域活性化の取り組み。
「新たな全国流通ルートの構築」。料理人の全国ネットワークの活用によっ
て、料理人が推薦する食材を、料理人が推薦するレストランやスーパーで販売
する、小規模な生産者と、料理人と、販売者やレストランの連携による新たな
流通ルートの構築。「北前船ルートぼうさい朝市ネットワーク」の全国各地と
連携する大阪圏のシェフを「蔵奉行」に認定し、ふるさと食材使った料理とそ
の食材の販売を推進するシェフのネットワークを構築している（現在３５名の
シェフを認定）。

「にぎわいをプロデュース」する会社をめざしています。
今まさに地域からの創生力と発信力、地域の暮らし方が問われています。地域
の人々の生きがいづくりでの活性化、観光活性化、集客催事、景観づくりとい
う地域創生の視点から見直しの必要性を感じています。新しい取組みを地域の
にぎわい総合研究 人たちと一緒に創りあげ、地域内外の人たちが享受するために、誠実に実行で
きるチームをつくりあげて、楽しいプロジェクトにしていきます。
地方自治体業務を中心に活動しており、現在は愛知県の岡崎市、豊田市、豊川
市、豊明市などの商業や観光活性化業務に従事。過去には静岡県の静岡市、南
アルプス山麓地域などにおける観光活性やブランド創生などの調査、構想策
定、イベント事業計画などのプロデュースに従事。
環境省と国連大学の共同事業である「地球環境パートナーシッププラザ」の
運営業務に関わり、環境教育、持続可能な地域づくり、生物多様性保全、NPO
活動支援、ボランティア活動の普及、地球規模課題の普及啓発など、環境政策
コミュニケーターとして、多様な主体との対話づくり、パートナーシップ構築
を日々行っている。
地域における青年・女性の役割に重視しており、活動サポートに注力してき
た。1994年に青年環境団体で開発したイベントごみリサイクルのためのボラン
ティアコーディネートは今では全国で見られるようになった。現在では東京
2020大会に向け、ボランティアにサステナビリティの視点を普及啓発してい
る。
安全な食の普及とエコツーリズムに関心があり、毎年田んぼに通い、生産者
と消費者の交流の場を作っている。また仕事とプライベートで多くの農山漁
村・島を訪れ、ヨソ者視点で地元住民との交流、地元産品の研究を各地で行っ
ている。

星野

智子

ほしの

ともこ

H11年6月地球環境行動会議主催 UNDESA共催「グローバル・コモンズ世界環境
一般社団法人 環境パートナー 会議‘99」 企画・運営
H11年10月地球環境行動会議主催 UNFCCC/COP5（ボン）でのサイドイベント
シップ会議
企画・運営
H12年環境省 国際シンポジウム「水俣病の経験普及セミナー」（ヴェトナム
） 企画・運営
H13年環境省 国際シンポジウム「水俣病の経験普及セミナー」（タイ ） 企
画・運営
H14年8月ヨハネスブルグサミット NGOフォーラム 現地ブース出展・ワーク
ショップ企画・運営
H15年地球環境行動会議主催 「エコユース会議」 企画・運営
H16 ドイツ日本学会（発表）日本の環境NGOについて（ミュンヘン）
H19・UNUグローバルセミナー 講義（沖縄・神奈川）（英語）
H20・G8洞爺湖サミット NGOフォーラム G8市民サミット 企画・運営
H21・大阪経済法科大学 講義（大阪）（英語）
H22・CBD-COP10 UNU主催サイドイベント 里山知事サミット 企画・運営
H23・水銀条約政府間会合（INC2) 環境省主催サイドイベント 司会（英語）
H25国連大学グローバル・セミナー 2013湘南セッション
H26・ESDユネスコ会議併催イベント UNU共催（11/12） 企画・運営・登壇

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

細尾

堀田

勝博

誉

ふりがな

ほそお

ほった

かつひろ

ほまれ

所属名称

地域再生研究所

(株)里山ホテル

まちづくり

平成３０年４月１日現在
取組概要

・都市農村交流を中心とした観光産業による地域づくりのコンサル・アドバイ
ザー活動。
・地産地消の仕事人として直売所の意義・目的・条件【１２か条】・使命・価
値観や共通課題についての解決方法など助言・指導。
・ボランタリー・プランナーとしての６次産業化の認定承認や意欲的な事業推
進による所得の向上や地域活性化推進などの指導。
・ 豊かな自然や景観を持つ中山間地域での「２地域居住」推進・
都市住民の「真の新しい心のふるさとづくり」・地域資源を最大限に活用した
「ファン・リピーター作り」の助言・指導。
・共生対流の交流イズムを駆使しながら「定住化促進」「地方創生」の道を
「地域主体の交流づくり」を構築するための助言・指導。
・都市農村共生・対流総合対策交付金の対象地区８地域のハード事業、ソフト
事業の指導・助言。
・全国各地からの要請により、アドバイザーとして年間４０回以上講演及び
ワークショップ・シンポジューム等をコディネイターやボトムアップ型町づく
りを進めている。
・ 国のアドバイザーや県の自治研修所の講師なども務めている。
・ 「活性化伝道師」として、企業誘致を行うことによって新たなる「都市・
農村交流」が図られ、仕掛け作りを間違わなければ、永年続く事が認識でき
た。今年、２社の大阪企業を誘致し、０Ｂ（企業の都市住民）、地元、現企業
との交流会を開催し、農村の良さを売る事が出来た。来年は、企業を通した体
験交流活動を盛んに進めていきたい。
・ 近畿圏内の大学生と提携を行い、学生達の知恵袋と地元住民の体験力、行
動力などによってそれぞれの地域を「心の温まる心のふるさと」として、残る
ように持っていく。また、「卒論のテーマ」地として、学生達に宣伝をさせる
事によって卒論を描く学生達が多く集まってくる。
・ ６次産業化の推進を行うに当たって、都市住民の知恵、識見などを持った
人を募集し、地元住民の６次産業化力と合わせた特産品づくりを行い、販売戦
略や宣伝手法を相互に協議していくような特産品販売も１つの思考と考える。
新しい里山と人とのつながりの模索と、里山資本主義の実現を目指した、宿泊
施設の経営。
主に、地域内の方々と連携した魅力の掘り起しや、地域と密接につながった社
内組織づくりを展開し、自己理解・他者理解に基づく「自分たちで考える適材
適所」プロジェクトやビジョン・ミッション・バリューに基づいた組織・人事
制度などを構築。
有志による里山資本主義フォーラム実行委員会メンバーとして、里山資本主義
の深化や地域のネットワーキング活動にも取り組む。
■まちやむらの総合診療医として的確な診断を行います
・ 具体的なプロジェクトを立案する前に、地域課題の本質をつかむための初
期診断を大切にします。データに基づく分析のほか、地域に入って丁寧なヒア
リングを行い、複数の角度から意見や思いを引き出します。それらを現場で
ファシリテーションすることで、地域の状況、問題点の整理、課題の本質をわ
かりやすく整理し、見える化します。
■地域が一歩踏み出すために一緒に走りながら考えます
・ 地域の関係者が共有できる目的の設定と、設定課題に対して的確なプロ
ジェクトの立案を支援します。そして、地域の歩幅でいまできる一歩目のアク
ションを決めて、動き出す支援をします。活動をはじめ仲間を増やし組織をつ
くる過程には、いつも小さな問題は発生しますが、一緒に考えて改善・実践す
るサイクルを伴走します。

堀口

悟

ほりぐち

さとる

ランドブレイン株式会社

■道の駅や地域商社・DMOの専門家として支援します
・ 道の駅の新設、再生の糸口を探す道の駅、地域商社やDMO機能を備える道の
駅など、これまで多くの実例に関わってきました。そこで培ったノウハウに
は、道の駅自体の経営の工夫もありますが、地域のつくり手がいかに稼ぐこと
ができるのか、常にその視点を大切に助言してきました。農林水産業や加工
業、小売サービス業、観光業を含め、地域全体の外貨獲得の仕組みづくりを支
援します。
■地域ブランド化や六次産業化の専門家として支援します
・ 地域資源を活かした商品やサービスのブランド化について、これまで20団
体・企業の支援事例を有しています。商品開発や販路拡大といった“攻め”の
活動だけでなく、地域団体商標を含む商標制度を活かした“守り”の活動もバ
ランス良く配置し、それらを踏まえたブランド戦略の構築を支援します。ま
た、農家の六次産業化や農商工連携による商品づくり、地域資源を活用した観
光コンテンツ造成にも、多くの経験があります。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

本田

本田

前神

勝之助

節

有里

ふりがな

ほんだ

ほんだ

まえがみ

所属名称

かつのすけ 本田屋本店

せつ

ゆり

有限会社

有限会社

ひまわり亭

まちづくり

平成３０年４月１日現在

取組概要
１．農業と食から実績を積んだ地域プロデュースの総合専門会社を経営。
２．代表商品は「本田屋継承米（氏郷）」。肥料開発及び、生産管理、販売ま
で一貫して行っている。納入先には銀座久兵衛や金田中などの名店、京都伊右
衛門サロンなどカフェレストラン等で使われている。
３．全国各市町村への戦略的アドバイス、ブランドや商品開発、産業活性化へ
の各種取り組みなどの要望に応え、地域との官民連携で戦略的にプロデュース
している。
４．伝統工芸品のリブランド、商品開発。（Futradition WAOとの協業）
５．クリエイティブ：PR制作物（コピー、ポスター、リーフレット、映像、各
種）
６．観光やまちづくり、スマートシティー等のモデルづくり。
７．日本遺産認定の全地域に対しての統括プロデューサー業務
1998年に、地域のボランティアグループ「ひまわりグループ」のメンバーと共
に地域の主婦たちによる地産地消の農村レストランを立ち上げました。
「もったいない」をキーワードとし、地域の財産ともいえる「おばちゃん・お
ばあちゃんの知恵・経験・技・感性」を活かさないのは「もったいない」、地
域の素晴らしい食材を活かさないのは「もったいない」、取り壊し寸前の築
120年の古民家が「もったいない」、ということで古民家を移築したお店を拠
点に地域の素材を出来る限り活用し、安心安全な食を提供しています。
また、「食」を通して、地域づくりへの貢献や食育活動、女性の起業アドバイ
スにも力を注いでいます。
さらに、2002年頃からは、グリーンツーリズムの推進にも積極的に取り組んで
おり、地元地域を巻き込んで「広域連携によるグリーンツーリズム実践」を推
進しています。
日本各地、さらには韓国等国外からの視察研修を受入れており、学生のイン
ターンなども積極的に受入れております。

公務員時代に、地域包括ケア、虐待防止を担当したことをきっかけに、地域に
深く関わるようになりました。そのあと、人口減少対策や移住・定住などの地
域活性化、地域振興、人材育成、地方創生に関わるようになり、特にくらしの
視点を大切に人づくりとまちづくりを同時に行う地域人財育成に取り組んでき
ました。
一般財団法人地域活性化セン
総務省の人材力活性化研究会では人材力活性化プログラム・カリキュラムの作
ター/一般社団法人いよのミラ
成や人財育成研修を実施しており、県職員としての市町・地域支援、地域活性
イカイギ
化センターでは、地方公共団体のニーズに応じた伴走型支援を行ってきまし
た。異分野・広域・遠隔地の連携による新たな価値の創出型人財育成が得意
で、課題解決から入るのではなく分野を超え課題も混ぜ合うことで新たな手法
を探ったり、巻き込むのではなく共感で集まるやり方で進めていきます。
各種研修講師としても全国に出講しています。

＜業務内容＞
・産業遺産を活用したツーリズム事業の開発・推進
・産業遺産を活用したアートプロジェクトのプロデュース
・産業遺産を活用する組織の立上げ及びガイド等の人材育成
・産業遺産を活用する人・組織のネットワーク構築
・地域資源を活用した地域内外の交流推進
・地域資源の発掘および活用するためのワークショップの実施
・地域資源の戦略的な情報発信を行うための支援指導

前畑

洋平

まえはた

ようへい

特定非営利活動法人Jheritage

＜実績＞
2011年11月 旧魚梁瀬森林鉄道100周年記念シンポジウム パネリスト
2011年12月 兵庫県鉱石の道シンポジウム 企画運営
2012年01月 姫路市産業観光受賞記念ツアーコーディネーター
2012年11月 魚梁瀬森林鉄道せまい線路サミット 企画協力
2012年12月 兵庫県鉱石の道ワークショップ 企画運営
2014年10月 八戸工場大学 講師
2014年04月 朝来市神子畑地区の産業遺産活用のため広報事業 企画運営
2014年11月 アートプロジェクト生野ルートダルジャン芸術祭２０１４ 副実行委員長
2015年01月 大阪経済大学 産業遺産講座 ゲスト講師
2015年01月 島根県教育委員会 石見銀山勉強会にて活用について助言
2015年07月〜鉱石の道ガイド育成事業講師およびコーディネーター
2015年07月 福岡県近代化遺産を活用した観光キャンペーン 企画協力
2015年08月 まちの魅力発見ワークショップ神戸港ワンダーマッピング 企画運営
2016年01月 甲南女子大学 産業遺産講座 ゲスト講師
2016年02月 泉南市まち記者養成講座 講師
2016年04月 摩耶観光ホテル観光活用プロジェクト 協力
2016年08月 浜田市 今福線活用について助言
2016年09月 姫路モノレールシンポジウム 企画運営
2017年01月 神戸大学 産業遺産の活用について講演
2017年01月 涸沼観光レポーター・東京都大田区商店街町記者養成講座 講師
＜メディア＞
2010年04月 NHK「クローズアップ現代 廃墟」で活動を紹介される
2011年04月 月刊誌「ソトコト」に活動を紹介される
2011年09月 建築ジャーナル「オピニオンの視線」に掲載
2012年07月 スカパーMONDO TV presents「ワンダーJAPAN TV 軍艦島SPECIAL」に出演（2013年07月日本コ
ロムビアよりDVD化、日本ケーブルTV賞受賞）
2015年01月 NHK BSプレミアム「新日本風土記 廃墟」出演および制作協力（2014
年度ギャラクシー奨励賞受賞）
2015年12月 BS日テレ「今すぐ行きたい絶景産業遺産２」制作協力
2016年12月 TBS「ニュース23」特集で活動を紹介される

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

牧

町田

松井

昭市

直子

郁夫

ふりがな

まき

しょういち

まちだ

まつい

なおこ

いくお

松井

利夫

まつい

としお

松井

洋一郎

まつい
う

よういちろ

所属名称

まちづくりプラン研究所

特定非営利活動法人 ACTY
／ 株式会社ACプロモート

株式会社
事務所

株式会社

まちづくり

平成３０年４月１日現在

取組概要
１．中心市街地におけるエリアマネジメント事業展開
２．都市経営に基づく中心市街地のグランドデザイン策定
３．まちづくり会社の設立及び運営（自立経営に向けた体制作り）
４．商店街区でのデータマーケティングを活用した官民連携のテナントミック
ス事業展開
５．まちづくり会社が取り組むべき事業の立案
NPO法人と株式会社にて地域ブランディング戦略による地域プロデュースをす
すめています。NPOでは、環境省が設置した種差海岸インフォメーションセン
ターの運営管理、「みちのく潮風トレイル」の運営管理を担いながら、青森県
ならではの地域資源を最大限にいかしながらブランディング化をすすめ、地域
経済の活性化をすすめています。地元住民とのネットワークを構築し、地域が
主体となり参画できるシステムを作っています。株式会社では、観光開発に力
をいれ着地型体験の旅行商品を造成し、漁業者、農業者、または三セク鉄道と
の連携によるプログラムを多数開発・販売しています。中心街にカフェを設置
し、情報発信の拠点として、また観光客の拠点として運営をしています。カ
フェ事業部、、お土産品の販売、ツアーの商品化により、開発から商品化を一
貫して行います。地域ブランド戦略による事業展開を進めています。

古民家の知恵に学び、日本の気候風土に合った木組の家づくりを実践。「むか
しといまをみらいにつなぐ」住まいづくりを通して美しい日本の風景と地域コ
ミュニティの再生がテーマ。
松井郁夫建築設計 良質の木の家に住みたくても手が出ないと思っている建主、伝統の技を活かす
場所がないと嘆く職人、植林の費用が必要な山のために、協働することでそれ
ぞれの夢をかなえる、共存共栄の仕組み“ワークショップ「き」組”を立ち上
げる。

アルプス技研

岡崎まちゼミの会

○「認定 特定非営利活動法人(NPO) 地域産業おこしに燃える人の会」会長
○第三セクター「株式会社さがみはら産業創造センター」初代社長（現在退
任）
○岩手県北上市 「北上しらゆり大使」、および「工業振興アドバイザー」
（現在退任）
○北海道上士幌町 「まちづくりアドバイザー」
○国内外の大学７校に、起業を目指す学生を対象とした松井奨学金制度を設置
○約２０社のベンチャーを応援、エンゼル投資をする。
○公益財団法人起業家支援財団、認定ＮＰＯ法人ふれあい自然塾を、個人資産
を投入し設立。社会貢献活動に注力。
中心市街地、商店街において当地にあった有益なソフト事業の提案、事業実施
のアドバイスから活性化への気運創り、新たな人材育成、リーダー創出の取り
組み。
□㈱エム・シー・オーは地域振興と企業経営のお手伝いをさせていただいてい
る会社です。
□（独）中小企業基盤整備機構の中心市街地サポートマネージャーは地域活性
化支援のプログラマーです。

松浦

松嶋

松場

忠雄

匡史

登美

まつうら

まつしま

まつば

主な活動範囲は
①地域活性化への合意形成支援（組織づくり、事業推進体制の構築、活性化事
業の精微、人材育生 他）
②商業施設の開発・運営支援（立地戦略、事業計画づくり、運営マネジメント
他）
③商店街再生支援（コンセプトづくり、空き店舗対策、新規創業者支援 他）
④販路開拓などのマーケティング支援（商品開発、販路開拓、販促 他）

ただお

㈱エム・シー・オー

ただし

手作りジャム専門店「株式会社瀬戸内ジャムズガーデン」代表取締役。周防大
島観光協会副会長のほか山口県のキャリア教育推進委員や活力創出推進会議委
員なども務める。
2001年10月に新婚旅行先のパリでジャム屋と出会い2003年11月個人事業として
手作りジャム専門店を高齢化率日本一と言われた瀬戸内の島、周防大島（山口
県）にて創業。
耕作放棄地を借り受けて自社農業部門を立上げ、現在はブルーベリー・あん
株式会社瀬戸内ジャムズガー ず・金時いも・いちご等を生産。店舗では自家製ジャムを活用したスイーツが
楽しめるカフェギャラリーを運営するなど、ジャム加工のみでなく、農業（一
デン
次産業）・加工業（二次産業）・サービス業（三次産業）をミックスした6次
産業形態の事業を展開。地域を巻き込んだ6次産業化を実践している。地域資
源を活用し、地域に産業と雇用を創出することを主眼に活動を展開し、現在で
は首都圏からの移住者を含めスタッフは30人の規模。最近はお寺と連携した空
き家のリノベ―ジョンで移住者の呼び込みを行ったり、全国初の小中高連携起
業家教育への取り組みなど活動は多種多様。2014年新書大賞受賞の「里山資本
主義（角川書店）」などでその取り組みが紹介されている。

とみ

石見銀山生活文化研究所では衣・食・住のデザインに取り組み、衣においては
国内の素材と加工にこだわった商品の企画製造販売、食においては再生した民
（株）石見銀山生活文化研究 家を活用した飲食店の経営、石見銀山で発見した梅花酵母菌を生かした商品開
発、住においては島根県大田市大森町で約20年にわたり民家再生を行ってい
所／（株）他郷阿部家
る。大田市大森町以外に、東京・西荻窪の昭和初期の民家を再生し活用してい
る。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

松橋

京子

松原

裕樹

松村拓也

松山

政所

茂

利子

ふりがな

まちづくり

平成３０年４月１日現在

取組概要
ニセコのパウダースノー、羊蹄山、温泉に価値を見致した外国人、彼らがあこ
がれる「侘び寂び」の日本文化とおもてなしの極意を伝えられるのは日本人だ
け。自然とおもてなしを新しい目線で表現して、日本人にも外国人にも喜ばれ
る北海道でオンリーワンの旅館をつくる。また、ターゲットを絞り込み、それ
まつはし きょうこ
に合うり・ブランディング、マーケティングで、いくつもの旅館、ホテル再生
の成功事例をつくる。ほかに、おもてなしの極意や観光活性化を過去の事例含
め、新しい切り口で行うセミナーも多数。
1982年広島生まれ。NPOや企業、渡米経験を経て、環境、教育、地域づくり、
観光、防災などに関する事業の企画、運営、コーディネートを行っている。
2012年よりひろしまNPOセンターに勤務、2017年から事務局長に就任する。ゆ
たかな市民社会の実現に向けて、NPOやボランティア活動の支援、ESD
特定非営利活動法人ひろしま
（Education for Sustainable Development：持続可能な開発のための教育）
まつばら ひろき
NPOセンター
の推進、地域課題の解決やSDGs（Sustainable Development Goals：持続可能
な開発目標）の達成に向けた多様な主体との協働取組など、現場から後方支援
まで幅広く活動している。環境省中国環境パートナーシップオフィス（EPO
ちゅうごく）・中国地方ESD活動支援センター 事務局長。
地域活性化とは「地域の担い手たちによる事業創出」のはずなのに、
肝心な土地所有者が地域を諦め、土地や建物の放置が増えています。
そこで、
①土地の所有者と事業者と利用者の交流の促進
一般社団法人 日本土地資源
②土地所有者による遊休資源に関する情報開示の促進
まつむらたくや
協会
③事業者や利用者による所有者への事業提案の促進
に取り組むことで、
所有者を事業者に・事業者を所有者に変化させ、
「所有者による土地活用事業の創出」を促進しています。
７つの商店街と５つの大型店が連携した組織「Doまんなかモール」の設立と
運営
商店街・大型店と駐車場経営者が連携した駐車場共同利用システムの構築
まつやま しげる
宮崎商工会議所
商店・大型店が連携した販売促進イベントの実施
農業・生産者と連携した集客イベントの実施
地権者と商店街の役割分担によるアーケード等商業基盤施設の整備

まんどころ

三上

亨

みかみ

水谷

翔太

みずたに

所属名称

としこ 株式会社

とおる

玄（げん）

１. 地域／環境計画・総合プロデュース
地域計画・環境計画・公共事業・事業計画・産業活性化計画の総合プロデュース
２. 地域ブランド・国産ブランド／商品開発・商品企画／人材教育
プロダクト・プランニング・ビジネスプロデュース・メディア計画
３. 地域ＰＲ・ＳＰ計画の企画制作
ＳＰ企画、マーケティング計画、メディア計画、総合コミュニケーションプロジェクト
４. 行催事の企画制作・実施／海外向け地域ブランドPR事業の企画制作
イベントのプランニングからのプロデュース、実施
５. グラフィック・エディトリアル・映像・立体デザインの企画制作
ＳＰ・ＰＲ・コピー編集、デザイン、展示映像制作等のマルチメディア企画
６．都市計画・地域計画・事業計画に関わるソフト事業の企画・設計と運営管理
地域計画に関連する人材教育の各種ツール制作、快適環境整備等のソフト事業設計
７. 和學塾食会議事務局
国産食材のPR事業を通じて国内農産品生産地の活性化と次世代の後継者づくりに貢献します。

2003年度 あおもり市民風力発電所建設（建設費3億8000万円）
2004年度 市民風車ブランド「風丸」（青森県在来種枝豆）の販売開始
2004年度 コミュニティビジネスと地域再生の支援開始
2005年度 市民・ＮＰＯ・町協働の「鰺ヶ沢マッチングファンド」助成事業開
始（～2008年度）
2005年度 グリーンエネルギー青森が、総務省から過疎地域自立活性化表彰を
受ける。
2005年度 津軽鉄道・津軽鉄道サポーターズクラブの支援開始。
2006年度 都市再生モデル調査で、津軽鉄道再生に向けたアクションプランを
策定。
（一社）政策集団地域再生青
2007年度 青森県大鰐町で、OH!!元気隊の設立を支援。町再生に向けたアク
森会議
NPO法人グリーンエ
ションプラン策定。
ネルギー青森
2008年度 津軽鉄道サポーターズクラブが総務省から過疎地域自立活性化表彰
を受ける。
2008年度 元気隊有志がプロジェクトおおわに事業協同組合を設立。赤字施設
「大鰐町地域交流センター鰐come」の指定管理受託決定。
2009年度 指定管理受託初年度で、鰐comeの黒字化を達成。
2012年度 プロジェクトおおわに事業協同組合が、地域づくり総務大臣表彰を
受ける。
2016年度 大鰐町大鰐増産推進委員会地方創生事業受託
2016年度 プロジェクトおおわに事業協同組合が地域づくり国土交通大臣賞金
賞を受賞

しょうた 天王寺観光協議会

○大河ドラマ「真田丸」放送に合わせた天王寺区内のまちづくりの推進
○他、メディア、区政運営の経験を活かした講演活動、各種団体・地域のコン
サルティング

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

水野

三角

御園

正文

幸三

愼一郎

ふりがな

みずの

みすみ

みその
う

三石

秀樹

みついし

満尾

哲広

みつお

まさふみ

こうぞう

しんいちろ

ひでき

あきひろ

所属名称

まちづくり

平成３０年４月１日現在
取組概要

郡上大和総合開発株式会社

１９９３年から古今伝授の里づくりに関わり和歌文化の拠点施設「古今伝授の
里フィールドミュージアム」をオープン。１９９９年「やまと温泉やすらぎ
館」の立上げ、営業指導を行い雇用の創出、福祉向上を図る。続いて２００１
年「くつろぎ広場」、道の駅をオープンさせ、特産品開発、販売サービス、営
業指導管理を行い、若者・女性の働き場を確保。２００５年に東海北陸自動車
道「ぎふ大和ＰＡ」内にサービス施設をオープンさせ、高速交通網を活かした
特産品の販売拠点を整備。４施設の経営管理を市から指定管理料０円で３セク
が受託し、その利益から順調に開発型インター借入金を償還。２００７年から
郡上地域活性化協議会・交流部会長として、国の地方の元気再生事業により
「郡上長良川源流域森と川の恵み集落再生実証事業」に取り組む。県のアグリ
マイスターとして、他市を指導。全国的には、三重県、島根県、九州、福井県
でのまちづくり、３セク経営などの講演活動と共に、関係者の現地研修受入指
導を実施。また、ＪＩＣＡに協力し、中国、ブルガリア、ベトナム、中央アジ
アからの視察研修受入指導、ベトナムにおける国道の駅管理運営指導を行う。
ＮＰＯ法人コミシス郡上の監事として、福祉、教育活動を行う。
現在は郡上市役所を早期退職し、まちづくりを行う第三セクターの代表取締
役として、経営管理を行っている。

NPO法人チェンジライフ熊本
/LISTENNER'Sファシリテー
ション研究会

○家庭教育プログラムの作成（ながさきファミリープログラム、熊本親の学
び）及びファシリテーター養成講座
○コミュニケーションプログラムの作成・普及
（LISTENNNER'SFACILITATION）
○地域づくり、組織の活性化ワークショップ
○生涯学習・社会教育・公民館活動の推進
○学校と地域との連携に関するプログラムの作成・実践（長崎県・熊本県）

大阪大学／地域活性学会

・自治省入省後、地方税財政制度の企画立案に参画。また、福井県、愛知県、
茨城県において県政運営に関わるとともに県下市町村の行財政運営にも関与す
る。制度立案過程の構造と組織運営の提要を学ぶ
・サッカープレーヤーであったことなどによる日本サッカー界との縁で２００
２ＦＩＦＡワールドカップ組織委員会に勤務。アジアで初めて，初めての共同
開催というワールドカップの成功に寄与。スポーツの持つ一体感や形成力を実
感するとともにサポーターとの距離感の取り方の重要性や国際的事業における
交渉力の大切さを痛感。
・内閣官房地域再生本部において地域社会の活力を構築するための国家組織を
あげてのシステムを構築。その一環として地域再生法を制定。全国に地域再生
の輪を広げる。
・地域再生のため大学との連携システムを
考案。「地域再生システム論」として３０を上回る大学における地域活性化講
座開設に寄与。 自らも複数の大学で教鞭もとる。
・地域活性化をともに語りともに進めるための集団としての「地域活性学会」
の設立を発案。発足にも貢献。現在副会長として学会活動の進展、とりわけ学
会スポーツ振興部会長として2020東京オリンピックパラリンピックのホストタ
ウン運動を契機とした地域づくりの支援活動を積極的に展開中。
・厚生労働省において介護保険や生活保護などを担当。介護予防を地域で支え
る事業の一環としてＪリーグのチームによる地域の健康作り活動の展開を提唱
し実現に。その延長線上の活動として医療介護のサービスの質の向上や究極の
地域づくりである「地域包括ケアシステムの構築」に際して欠かすことのでき
ないヘルスデータをクラウド上で管理することを目的とするNPO法人の活動を
展開中。

民間主導の再開発支援を一つの目的とするまちづくり会社の立ち上げから関わ
り、飯田市の再開発をサポートし、マンションの分譲、店舗を買い上げリーシ
ング、建物の管理業務、管理組合の運営を請け負いました。その他ハード事業
株式会社 飯田まちづくりカ では、古い土蔵再生活用、空店舗の「所有と利用の分離」手法での活用、市街
地ミニ開発、福祉施設の経営、物販飲食事業等々を行っています。 ソフト事
ンパニー
業では、NPO、市民団体支援。 りんご並木を中心とする歩行者天国イベント
を年間実施。 飯田市の環境モデル都市事業への協力等、環境事業にも取り組
んでいる会社を運営しております。
図書館を含めた、公共施設の新しいあり方・役割・運営方法が見直され、注目
されている昨今において、公共図書館の計画だけでなく、実際の現場にて計画
から準備、そして運営をマネジメントの観点から支援を行います。
全国の様々な地域の図書館や関連施設整備を支援してきた経験は、公共図書館
フルライトスペース株式会社
の更なるまちづくりの拠点機能への活かされるものであり、抱えている課題や
状況、条件の異なる中で、画一的な図書館・公共施設ではなく、その地域に
合った機能の提供などを地域や地域の方々と一緒になって取り組むことで、地
域の課題解決につなげていきます。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

宮城

三宅

三宅

向井

治男

定子

曜子

哲朗

ふりがな

みやぎ

みやけ

みやけ

むかい

村上

和子

むらかみ

村上

一成

むらかみ

望月

孝

もちづき

はるお

まちづくり

平成３０年４月１日現在

所属名称

取組概要
(1)起業家型リーダー育成プログラム
・起業家、リーダーを志す若者をベンチャー・中小企業の現場にマッチングす
る「アントレプレナー・インターンシップ・プログラム 」
・ETIC.イノベーターズ・スクール(起業家講演会)
(2)ソーシャル・アントレプレナー輩出プロジェクト
・社会起業家の事業基盤確立、ベンチャー企業とのマッチングを支援する「イ
ノベーション・グラント」
・社会起業を志す若者のビジネスプランコンテスト「STYLE -Social
venturecompetition」
特定非営利活動法人ETIC.(エ
・社会起業塾イニシアティブ(NEC社会起業塾、花王社会起業塾、横浜社会起業
ティック)
塾)
・東海若手起業塾
・個別プロジェクト経営相談会
(3)チャレンジ・プロデューサー輩出プロジェクト
・地域の若者と、挑戦する中小企業
・地場産業等を繋げる「チャレンジ・コミュニティ・プロジェクト」
・地域の社会起業家、起業家型リーダーの発掘、育成
(4)大学や行政との地域協働プログラム開発
(5)震災復興リーダ―支援プロジェクト
平成19年7月、女性の視点から岡山県玉野市･宇野港の活性化や瀬戸内のみなと
まちづくりネットワークの施策、瀬戸内の島々を訪れる観光客の集客を図るた
め異なる業種で活躍する１３人の女性と共に「うの港１３」を設立。平成19年
～22年、岡山県へ緑地整備事業の施策を提言し、また観光事業に関する講演会
やフォーラムを開催した。平成22年～平成23年、玉野市中心市街地活性化協議
会みなと部会を設立し、宇野港の賑わい創出づくり･宇高航路フェリー問題を
行政へ提言した。また宇野港の魅力をPRするため手作りで歴史散策マップ（日
本語版と英語版）を作製した。平成24年～平成25年、九州地方、近隣県で地域
の賑わい創出をテーマに講演した。平成27年、おかやまビーチスポーツ協会を
設立し、会長に就任。ビーチスポーツを通じた地域活性化に取り組んでいる。
平成28年1月、2018年国際ゾンタ世界大会（横浜）大会委員長に就任。
JNTO（日本政府観光局）等と協力し準備にあたる。平成28年3月～11月の「第3
回瀬戸
内国際芸術祭」の開催にあたっては宇野港「連絡船の町」をメインにアートの
まちづくりを図った。

さだこ

うの港(ﾎﾟｰﾄ)１３(ｻｰﾃｨｰﾝ)

ようこ

女性の感性を生かし、消費者ニーズを的確にとらえた中小企業のマーケティン
グ全般の支援、地域の活性化事業支援を行っています。特に食関連のマーケ
ティングに関しては、メニュー開発をはじめとする商品開発、パッケージやラ
ベル、広告戦略、販路開拓までトータルに支援。工芸品に関しては、広島県熊
野町の化粧筆を世界レベルのブランドにプロデュースするなど、商品開発から
（株）クリエイティブ・ワイ
戦略支援までを実施。2007年、経済産業省の中小企業地域資源活用事業プログ
ズ
株式会社マーケティン
ラムの政策審議会委員、また、衆議院経済産業委員会、中小企業地域資源活用
グ・ナビ
促進法案参考人として国会に立ちました。以後、地域資源を活用した商品開発
や販売促進、販路開拓、観光事業開発、農商工連携事業や農業の六次化、建設
業の業態拡張や業態転換、ソーシャルビジネス、コミュニティビジネス、海外
展開支援等、中小企業の活性化に対する幅広いハンズオン支援を行っていま
す。

てつろう

彦名地区チビッ子環境パト
ロール隊・ＮＰＯ法人エコ
パートナーとっとり

「子供も大人も身近な環境問題を五感で感じることが課題解決へ繋がる近道」
との発想から、１９９０年にこどもを中心とした「彦名地区チビッ子環境パト
ロール隊」を結成。テーマは、身近な大問題である「中海の水質浄化」。家庭
から出る生活排水と中海の水質汚濁の勉強が始まり、水質汚濁の大きな原因と
なる廃天ぷら油の回収がスタートした。この活動は、現在、障がい者施設の皆
さんとＢＤＦ製造にまで発展している。全国で初めての試みでもあった使用済
み割り箸を回収し製紙工場と協働して紙再生への取組みについて問題提起。鳥
取県米子市で地元のホテル温泉街に協力を呼び掛けて始まった本取組みは、今
では地域全体での取組から、更には全国区の事業にすることができた。身近な
環境を体で知り、そこに存在する問題をきちんと理解し、自ら活動をすること
を覚えれば、地球温暖化防止への道は近い。２５年以上に渡って継続している
割り箸・廃天ぷら油の回収・再資源化活動は、地球を愛することができる豊か
な心を持った人間を育てている。廃油ローソク作り･牛乳パックから手づくり
葉書きづくり・環境パトロール･廃パンスト等を利活用した生活排水浄化方
法・メダカ/ホタル観察会・水鳥観察会等体験型学習の指導、グラウンドワー
ク活動･環境を基軸にした協働の街づくりの継続実践をしている。

１）みなとの遊休倉庫の再生利用で、文化交流施設「神戸波止場町ＴＥＮ×Ｔ
ＮＰＯ法人神戸グランドアン
ＥＮ」の企画運営。２）神戸港の親水ゾーンの人の賑わい創成へ向けた取り組
カー
み。３）瀬戸内みなとオアシスの活性へ向けた取り組み
平成15年度創刊の「まちづくり新聞」編集長に約５年間就任。全国のまちづく
一般財団法人 「希望日本投
かずなり
り事例の取材を行う。現在、ＰＰＰ（公民連携）テーマに特化したシンクタン
票者の会」
クで、地方自治体対象のコンサルティングなど。
東北地域において、地域の人財育成・確保、農商工連携等6次産業化・地域ブ
ランドの推進、観光・ツーリズムの推進等、地域の「人財」を核にして地域活
株式会社プロジェクト地域活 性化を支援しています。現在、東日本大震災からの復興農商工連携等6次産業
たかし
化による地域の活性化に重点を置き、東北地域の6次産業化を担う人財を育
性
成・確保する『6次産業化プロデューサー育成塾』『東北のムラで働き隊！プ
ロジェクト』等の取組みを実施しています。
かずこ

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名
森

森賀

昭彦

盾雄

ふりがな
もり

あきひこ

もりが

たてお

平成３０年４月１日現在

所属名称

取組概要
・地域産業振興を軸にした地域活性化、農林業活性化や地域資源活用を軸にし
有限会社オフィス・ビー／一
た地域活性化、観光やＤＭＯ形成を軸にした地域活性化等、多様な形で地域活
般社団法人奈良県中小企業診
動を支援しています。
断士会

愛媛大学

一般社団法人
会

長年、市行政の内部と外部を結び、研究会や市民団体を組織して、地域づく
り・産業おこしに取り組んできた。それらの成果を生かして全国で講演・地域
づくりの支援・アドバイス・企業社員研修等を行ってきた。とりわけ地域資源
を活かした地域づくり・人材づくり・産業遺産の活用・産業観光・ＮＰＯ活動
で実績を残している。市職員から大学教授になり教育・研究を進めており、環
境・農山漁村の地域再生や起業論をも対象とした幅広い分野での対応・取組と
なっている。テーマとしては「地方工業都市の産業文化創造都市への発展」
「産業遺産を活用した地域づくり」「これからの地域づくりの主体形成とマネ
ジメント及びマーケティング」「地域起業マネジメント」等である。愛媛大学
での「紙産業修士コースの創設」,社会人「地域マネジメントスキル講座」の
を開設で中心的役割を担い,後者では１５０名の受講修了生を愛媛大学地域再
生マネージャーとして送り出している。２０１４年度からは愛媛大学地域再生
マネージャーのさらなる学びのための「地域再生塾」,「須崎未来塾」,「にい
はま未来創造塾」の塾長として,講座を超えた「私塾的実践的人財づくり」を
精力的に取り組んでいる。
①地域の様々なイベントの実施
・神戸港カッターレース～横浜・大阪・広島・南淡町・豊岡市など
全国のカッターレースに実施要領を提供し各地で開催されるようになった。
・メリケンフェスタ、みなとこうべ海上花火大会、Kobe Ｌｏｖｅ Portみな
とまつり、KOBEみなとマルシェ、波止場まつり、神戸港フォークリフト荷役技
神戸港振興協 能向上大会、神戸まつりヨットレース、神戸港ボート天国、ロープワーク教
室、ボトルシップ教室、市民クルージング、体験航海、進水式見学会など
②産業観光への取組み
・コーディネーターとして案内したり、旅行商品となりうるものの発掘
③クルーズ客船や帆船の入出港の歓送迎や船内一般公開の実施
④海事人材の育成
・県下の小・中学校への出前授業や船を使った海上からの港の見学等
-

森田

潔

もりた

森本

明夫

もりもと

あきお

もりやま

故郷である石川県七尾市をベースに、民間まちづくり会社のシニアコーディ
ネーターとして地域や企業の担い手の挑戦をサポートしています。地域ネット
商社機能／インターンプロジェクトの開発・マッチング・実施運営／クラウド
ファンディング募集サポートなど複数の支援メニューを組み合わせて「マチ・
ミセ・ヒト」の関係性の再構築を目指しています。特に、「能登留学」では、
これまでに200名を超える大学生（内、長期１００名超）と地域の企業／組織
をつなげ、受入先の改革・活性化を支援すると共に、若手人材の地域誘致に結
びつけて来ています。また、上記のサービスについて効率よく利用してもらう
ことと地域の人財育成を組み合わせたプロジェクトとして、2015年10月からは
コミュニティ大学「御祓川大学」の運営もスタートしました。
七尾自動車学校／株式会社御
近年は、能登と首都圏の人や組織を結びつけて実施するプロジェクトのコー
あきよし
祓川
ディネートに多く携わっています。具体例として、丸の内朝大学では、地域プ
ロデューサークラス受講生受入をきっかけに能登島地区の若手経営者・公務
員・漁師などが集まったコミュニティ組織「能登島観光協会青年部」の発足に
携わりました。同組織が主催しているコミュニティ型観光プログラム「うれ
し！たのし！島流し！」はリピート率6割を超える人気プログラムに成長し、
能登島の地域づくり人財の育成と東京における能登島コミュニティの醸成に繋
がってきています。
このように七尾自動車学校（家業）も含めた地域内での活動をベースとしつつ
も、能登のトライセクターリーダーとして活躍していけるよう、能登／首都
圏、民間／行政、公／私などの隔たり無き活動を行っています。

森山

矢口

安井

箭内

明能

正武

やぐち

潤一郎

やすい
ろう

武

やない

きよし

まちづくり

まさたけ

-

ＮＰＯ法人
ト

多くの地方は少子高齢化によって過疎化が進んでいます。
元気・まちネットは、そうした過疎に悩む地方から、相談を頂ければ出かけて
行き、地元の皆さんと膝を交えてお話をして、その土地にまつわる歴史・文化
元気・まちネッ
を掘り起こし、その土地ならではの活性化に寄与出来ればと考えています。
また、スポーツイベントの開催にしても協会や連盟などに登録しなくても可能
なローカルルールを考案・構築して、地元の方々も一緒に参加出来る、楽しめ
る企画を考案出来ます。

環境を切り口とした商店街活動に取り組み、「ごみからまちおこし」として注
目を浴びる。
じゅんいち ＮＰＯ法人全国商店街まちづ
何も無い早稲田の町に日本中の修学旅行の生徒が見学に来る、「ごみ減量リサ
くり実行委員会
イク ル」が「震災対策事業」「地域通貨事業」「まちづくり」へと進化し、
定住人口が増加という奇想天外な「まち場」の活動を展開中。
1．改善コンサルティング（セル生産方式）
材料メーカー、家電、電子部品、機械加工、製造工場の現場改善を中心とした
コンサルティング。調剤薬局の在庫削減、労働時間の改善など。

たけし

２．人財育成
株式会社ＹＡＮＡＩ総合研究 青森県、八戸市等の人材育成プログラムに従事。高校生、大学生、社会人の研
修講師として活動。
所
八戸学院大学客員研究員として地域社会人向けセミナーを行う。
３．企業マッチング支援
ものづくりコーディネーターとして産学官の連携、企業の国内外のビジネス
マッチングを企画実施。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

山川

山岸

山下

山下

山田

進

秀雄

真輝

雅司

桂一郎

ふりがな

やまかわ

やまぎし

やました

やました

やまだ
う

すすむ

ひでお

まさき

まさし

けいいちろ

所属名称

公益財団法人
援センター

三重県産業支

まちづくり

平成３０年４月１日現在
取組概要

・「企業誘致」…製薬会社、外資系企業など大型企業誘致を実現。東京、福岡において「SOHO（ｽﾓｰﾙｵﾌｨｽ･
ﾎｰﾑｵﾌｨｽ）形態」での企業誘致活動を行い、企業・行政との新たなネットワーク構築を行う。
・「新たな企業投資促進制度の創設」…マイレージ制度、マザー工場化の促進などを柱とする新たな制度を
創設し、県内への企業投資を促進。
・「コンビナートの再生」…行政・産業界が協働した、規制改革や新たな産業展開の内容をﾊﾟｯｹｰｼﾞとし、
構造改革特区に申請、第１号認定を受けることに尽力する。
・「様々な連携」…「地域発のｵｰﾌﾟﾝ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出」を行う「高度部材ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ（AMIC）」を三重県四
日市市に設置。地域の産業構造の「知識集約型産業構造」への転換を目指す。ここで、現在も異業種・同業
種連携、大企業と中小企業の連携、各種課題解決、産業人材の育成などを行っている。
・「温泉街の活性化」…三重県菰野町の湯ノ山温泉にて、各業者での取組を地域一丸となったものへとコー
ディネートし、「女将の会」結成などにつなげる。
・「町おこしリーダー研修」…三重県紀北町の町おこしリーダー研修にてアドバイザーを務め、研修生の成
果を行政や地元産業界とも連携した継続的な取組へと繋げる。
・「中小企業連携（シンジケート）の促進」…複数のものづくり中小企業が得意とする技術やノウハウを結
集し、技術レベル向上や新たなマーケット開拓などにつなげるための中小企業連携体の構成に尽力。三重県
には全国トップクラスの連携体が構成されるに至っている。
・「三重県海外ビジネスサポートデスクの開設」…成長する新興国等の市場を取り込むため、中小企業の海
外展開を支援する「海外ビジネスサポートデスク」（中国、ASEAN）の設置に尽力。
・「三重県と北海道との産業連携」…「『三重県・北海道』産業連携推進会議」の設立に尽力。三重県と北
海道の「ものづくり技術」と「地域資源」の連携を進め、新たなビジネスの創出、さらには地域経済の活性
化に繋げる。
・首都圏営業拠点「三重テラス」…東京日本橋において、三重県の魅力を総合的に発信する拠点「三重テラ
ス」の開設に尽力。
・三重県中小企業・小規模振興条例の策定に尽力
・職員研修センターで県職員向けの研修を実施。三重県職員の人づくりの参画、三重県の商工部門の第１人
者として活躍した経験を基に、自ら研修講師として三重県職員に語りかけることで、現場を大切にする職員
を育成。
・経済産業省の「ひとづくりの切磋琢磨による地域創生実行会議」の委員として参画。
・沖縄県と連携して、沖縄の物流特区を活用した東アジア戦略を模索するほか、他地域との連携を検討中。
さらに地域のコアとなる中小企業との連携を深めて、海外への販路拡大や現地での人材育成の取組を進め
る。
・各地の事業者や産業支援機関と連携し、地域商社等を通じた地域産品の販売や中小企業が連携した新たな
ビジネスや人材交流を促進。

ＮＰＯサポートセンター

NPOの社会的役割である「地域・社会の課題解決と社会システムの変革」をよ
びかけ、全国のNPOと中間支援組織の支援を続けて約4半世紀が経った。NPOに
は様々な役割があるが、私とNPOサポートセンターは人材育成・雇用問題と政
策提言を軸に「産官学民プラットフォーム」（NPOと大学を主軸にしたコミュ
ニティ創り）、社会的企業、新しいコミュニティ創造としてのマンション問題
の実験、NPOの教育力による地域教育の再生等に取り組んでいる。個人的には
湘南最大の自然（660ヘクタール）を誇る二子山山系自然保護活動の理事長と
して産官学民の協働事業を行ってきた。

株式会社ジェイティービー
旅行事業本部 観光戦略室

これからの「観光」は、異業種・異分野の人びとや様々な産業を融合すること
による新しい価値創造の「場」として、取組まなければならないと考えていま
す。新しい時代の観光振興は、宿泊施設、交通機関、観光施設等の狭義の観光
産業による観光振興ではなく、様々な分野の産業を連動させ、現代社会の消費
者が求める価値をつくり出すための連携の場をつくり出す必要があり、地域の
未来を考えている住民の方々とのワークショップやセミナーを通じて、地域の
目指すべき姿や観光地域づくりのコンセプト探しを行っていきます。更には地
域のコンセプトに沿ったシティプロモーション戦略、着地型旅行商品づくり、
地域資源の６次産業化など観光を基軸とした地域活性化に取組んでいます。最
終的に様々な事業を推進するリーダーシップ人材の育成が不可欠であり、立場
や自分の利害を超えて行動することができる観光地域づくり人材の育成もサ
ポートさせていただきます。全国各地の観光地域づくりに関わってきた経験と
常にマーケット動向を見ている旅行会社の視点を持って、地域活性化に取組ん
でまいりたいと思います。

（１）全国商店街支援パートナーとしての受託業務
①トータルプラン作成支援事業（プランづくりコース）
・網走中央商店街振興組合（平成25年度～平成26年度）
・栗山駅前通り商店街（平成26年度）
・根室市緑町商店街振興組合（平成２７年度）
（２）経済産業省補助事業に係わる調査事業
・平成26年度北竜町商業自立促進調査分析事業（ニーズ調査）
有）ヤマイチ山下総業/独）中
・平成28年度根室市地域まちなか商業活性化支援事業（ニーズ調査）
小機構基盤整備機構北海道本
・平成28年度森町地域まちなか商業活性化支援事業（ニーズ調査）
部
・平成28年度斜里町伴走型小規模事業者支援推進事業（ニーズ調査）
（３）道の駅に関する経営診断
真狩フラワー振興公社・美深町双子座館
（実態調査）滝川市・中札内村・大樹町・忠類村
（４）地域振興計画の策定
清水町・北竜町・余市町・芦別市・栗山町・初山別村・幌加内町他

JTIC.SWISS

これまで北海道から沖縄県の離島まで全国各地のあらゆる地域振興や活性化に
関わってきました。特に、住民主体の地域経営組織の立ち上げと運営や民間事
業として様々なビジネス化による収益事業で成果をあげています。基本は全て
「自立」と「持続」です。
また、政策、施策、事業化には地域経営の視点を重視しています。どれだけ良
い計画やデザインであったとしても人間社会の「エゴ」と「利害」により全て
が崩壊します。
多くの地域で、行政の単年度やりっぱなし事業で地域が疲弊疲労している現実
があります。地域住民も何をやって良いのか全くわからない場合もあります。
それ以上に目の前の生活に困っていない人もいます。
この様な状況から脱出するためには、地域の問題、課題を自分事として住民が
認識することが重要であり、住民が根本的な解決と共に自らの未来を切り開く
活動に取り組むことが必要です。学問や机上の空論の世界ではなく、日々現場
で地域が生き残るために住民の方々と共に考え、実践しています。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

山田

山中

山本

養父

横田

横山

崇

守

和子

信夫

純子

幸司

ふりがな

やまだ

やまなか

やまもと

ようふ

よこた

よこやま

たかし

まもる

かずこ

のぶお

じゅんこ

こうじ

まちづくり

平成３０年４月１日現在

所属名称

取組概要
「空き家から始まる商店街の賑わい創出プロジェクトnanoda」を2012年4月か
ら開始。
「地域の課題を想像で捉えるのではなく、実際に住んでみないと商店街の現
状・課題はわからない」と、地元塩尻の"大門商店街"に空き家を借りて可能な
限り身を置き、毎朝降りてしまったシャッターを開ける取り組みから、地域、
大学生、首都圏の社会人を巻き込むプロジェクトに発展。
空き家から始まる商店街の賑
「信州移住計画」2016年6月スタート
わい創出プロジェクトnanoda
地域の外に飛び出すと、地域の中に遊びに来る人が増える。「空き家nanoda」
（なのだ）
は、交流人口増加や移住者コミュニティとしての受け皿に発展。結果、商店街
の空き店舗だった拠点に10ヶ月で126人が短期滞在、3年間で商店街に5人が移
住。民間団体等を連携させた「信州移住計画」を設立。京都からスタートした
「京都移住計画」、全国的に広がりをみせる「みんなの移住計画」との連携に
より、「好きなまちで自分らしく暮らす」をコンセプトとした若者の移住定住
支援を行う。

国立大学法人

熊本大学

ＩＣＴが普及すればするほど東京と地方の格差が拡大してきており，本来の情
報化による地域格差是正への期待とはかけ離れてきています．この原因の一つ
はネット社会の特性を活かすための工夫が，地方自治体の職員に必要ですが，
その学習の機会が少なすぎることと思います．

具体的な取り組み事例を通して，地域活性化におけるＩＣＴ活用の有効性と認
識を高めて行けるように取り組んでいます．
★委員会など★ ● 農林水産省農林水産政策研究所参与（2002年～2006年）
● 農林水産省独立行政法人評価委員会委員（2003年～2007年） ● 農林水産
有限会社農業マーケティング 省政策評価会農村振興局専門部会委員（2004年～2007年） ● 農林水産省政策
評価会経営局専門部会委員（2004年～2007年） ● 内閣官房地域活性化統合事
研究所
務、局首都圏地域活性化推進連絡会議委員（2007年 3月～2011年） ● 内閣官
房地域活性化統合事務局「地域活性化伝道師」（2008年９月～）

一般社団法人

九州のムラ

特定非営利活動法人
場

１９８６年 九州大学法学部卒業後、株式会社リクルート入社 その後、１９
９５年独立し、「ムラの命をマチの暮らしに、マチの力をムラの生業に」を理
念に、九州のグリーンツーリズムを拡げる活動を開始。翌９７年、雑誌「九州
のムラ」を発刊。２０００年より編集長。民間企業と農村漁村を繋げる〝ムラ
プロジェクト〟も開始。九州ムラ市場（マリノアシティ内、福岡地所関連会
社）、九州ムラコレ市場（ネット通販、九州電力関連会社）、Gazoo MURA（ト
ヨタ自動車） などの企画立案なども行う。２０１４年度からは一般社団法人
九州のムラを立ち上げ、観光地域づくりについては全国に、環境地域づくりに
ついては郷里宗像に特化して活動を開始。観光地域づくりの実績地域として
は、長崎県東彼杵町（お茶専業農家を中心にインバウンドを展開。グリーン
ティーリズムの推進）、広島県府中市上下町（歴史町並みを活かした上下天領
ツーリズムの推進）、和歌山県由良町（海の熊野古道プロジェクト、観光DMO
の立ち上げ）など。また宗像では海の環境保全活動を推進するために、「海の
鎮守の森プロジェクト」を開始。宗像国際環境会議を定期的に開催。

福島県地産地消推進事業
・福島県内の素材情報発信
・受発注業務
福島県地産地消企画事業
素材広 ・宿の地産地消に関わるリニューアルやスタッフ研修など
・行政や会員外からの地産地消に関わる企画および運営
旅行事業
・宿の手配
・体験プログラムの構築
・着物レンタル

私は大きくは次の４つの方法によって地域の課題に取り組んでいます。
1つ目に、国や地方自治体の各種行政委員会等への委員等としての参画です。
一般行政から教育行政まで、各種行政計画や方針の策定等に携わっています。
2つ目は、自治体や団体が実施される研修会等の講師です。自治体職員向け
や、企業向けの専門的な研修から、一般市民向けの講演までTPOに応じた講演
を実施しています。
国立大学法人 滋賀大学社会 3つ目は、自治体や団体が実施される研究会やワークショップ、フォーラム等
の座長、コーディネーター、ファシリテーター、メンタ―としての参画です。
連携研究センター
4つ目は、自らが大学としての「学」の役割を踏まえて事業を主催あるいは共
催するものです。「淡海公民連携研究フォーラム」や「地域ブランド戦略
フォーラム」など産官学金のネットワークの構築、「滋賀大学地域活性化プラ
ンナー学び直し塾」や「近江八幡市未来づくりキャンパス」などの地域人材育
成システムの企画・運営により、地域経済の活性化、地域人材の育成に取り組
んでいます。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

吉井

吉井

吉田

茂人

靖

敦也

ふりがな

よしい

よしい

よしだ

しげひと

やすし

あつや

所属名称

まちづくり

平成３０年４月１日現在
取組概要

昭和53年・57年の広域商業診断を担当。
昭和60年・平成3年に商業近代化地域計画や市街地核再生プロジェクト構想
（曳山博物館建設）を担当する。
昭和62年より各商店街のCI事業、将来計画策定をすると共に、各商店街ハー
ド・ソフト事業の具現化に携わる。平成9年度 空き店舗対策モデル事業・プ
ラチナプラザ立ち上げ。平成10年度からは中心市街地活性化基本計画、TMO事
業構想策定および事業の具現化を図る。平成16年～平成19年3月まで大型空き
店舗活用「まち家横町」開設運営。
平成18年度より改正まちづくり三法対応に取り組み、平成20年1月に中心市街
地活性化協議会設立、運営を行なう。
平成21年4月よりまちづくり会社設立準備室において作業を進め、平成21年8月
10日に「長浜まちづくり株式会社」を設立。平成21年～23年、中心市街地活性
化事業支援。
現在、長浜駅周辺整備地区計画策定に地元の人と取り組んでいる。
昭和59年から全市的なイベントに係わると共に昭和62年～平成2年 長浜総お
どりのプロデュースを行なう。商工会議所入所以来、賑わい創出のイベントを
仕掛ける。多種多様な事業の具現化により、今ではゼロから200万人の人々に
来ていただけるまちに変化した。また、商店街内の80件余りの空き家、空き店
舗の活用が生まれた。
長浜商工会議所／長浜まちづ
過去の中心市街地は雑多な複合機能が有り、ヒトとモノとコトと情報の集積場
くり株式会社
で都市魅力を備え繁栄していた。しかし、郊外開発が進んで郊外への重心移動
が始まったことで中心市街地は単一機能となり、徐々に衰退傾向となった。大
型店の出店申請が重なり中心市街地は死んでしまうのではないかという危機感
が生まれた。官民ともに何とかしなければという気運が高まった。
現状の打開には方向性を示すプランが必要で、プラン策定には垂直型から水平
型思考への転換が必要であった。絶えず都市活性化という視点を持ち、時代の
節目節目に方向性の計画を示すと共にプラン具現化の仕掛けを行い、また現場
に出ることによって地元の人々と意思疎通を図り、イベント・CI事業・商店街
毎のプランそして事業の具現化を順次図った。それらの事業は黒壁のダイナ
ミックな事業展開との相乗効果を生み、点・線、そして面的な広がりのある環
境整備ができた。
中心市街地の環境基盤整備とイベントを中心とした賑わい創出事業を生み出す
ことにより入り込み客数は飛躍的に増加し(ゼロから200万人)、中心市街地の
空き家・空き店舗の80件余りがショップや施設に転換された。
平成24年4月からは北大路魯山人ゆかりの歴史的建築物安藤家の管理運営を行
なうと共に伝統的町家を長浜バイオ大学まちなか拠点施設として開設を行なっ
た。さらに賑わいを持続させるために様々な事業に取り組んでいる。
平成26年からは、中心市街地内の伝統的木造家屋活用のシェアハウス運営を行
なっている。

株式会社うぶすな

徳島大学

2000年に立ちあがった弊社は、平成15年から「地域活性化」の事業を先駆けて
実施。事業展開を全国各地で展開している。平成28年～平成32年の事業テーマ
を「Inbound＆Outbound,DMO」とし、注力事業としてDMOコンサルティング、地
域のインバウンド支援、地域情報サイト制作、MICE運営に取り組んでる。内閣
府の地域活性化伝道師や、総務省の地域力創造アドバイザーに登録されている
代表の吉井靖を中心として、日本中の地域でコンサルティング活動を行ってい
る。
男鹿市ではDMO形成の前の市民意識醸成施策として、地元中学生が大人たち
（市職員、観光アドバイザー等）と一緒に地元の観光プログラムを作成。情勢
や旅行代理店への交渉（プレゼンテーション）まで実施。地元の魅力の発見と
郷土愛を育むきっかけとなり、進学や就職でまちを離れた後も、いずれは戻っ
てきたいと思う次世代を育成する機会となった。また、地域課題が抱える課題
に対し、確かな成果をあげたことが評価され、2017年度にJLAA地域創生アワー
ド優秀賞を男鹿市職員とともに受賞した。
茨城県鹿行地区では、5市の地域連携DMOのアドバイザーとして、「アント
ラーズ・ホームタウンDMO」の形成を図った。その他サービスとして、インバ
ウンド誘客の為のサービスメニューを持っており、特に、海外放送局招へい
サービスは、インバウンド誘客展開を図りたい自治体に高く評価され、東北観
光推進機構のご依頼で、18年1月に東北六県の冬をテーマとした旅番組を招致
し、台湾で地上波放送と、二次使用によるネット展開を実施している。民間会
社においては、地方創生に取り組むにあたってのビジネスコンサルティングを
担当している。2017年10月観光庁の後援を頂き、観光マーケティング実務責任
者養成講座を開設し、全国のDMOの課題であるCMOの育成に取り掛かっている。

取組内容
徳島大学フューチャーセンターA.BAディレクター
・フューチャーセンターの構築運用、デザイン思考ワークショップ、イノベー
ション創出、人材育成
上勝自然学校「もりのべ」統括ディレクター
・「場」を基礎にした学びのプログラム開発、地域/国際連携による実践、子
地域創生センター
育て支援への応用
NPO法人いきいきネットとくしま理事長
・シニアICTリテラシー形成支援活動、会員約260名
総務省事業「とくったー」プロジェクトリーダー
・スマートフォンとツイッターによる高齢者の見守りシステムの開発と実践

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

ふりがな

まちづくり

所属名称

平成３０年４月１日現在
取組概要

■特定非営利活動法人土佐山アカデミーの取組み
土佐山アカデミーは「次の100年のために、新たな出会いやアイデアを生み出
す学びの場づくり」というミッションを掲げ、5つの事業ドメインを展開し、
年間を通して開催している短期・長期ワークショップや研修には事業開始から
延べ9,800人以上が受講しています。
【TOSAYAMA ACADEMY（循環型の生活を地域の方から学ぶワークショップ群）】
は、日帰りから３ヶ月滞在型プログラムまで、地域の課題を資源と捉え、それ
に基づいた年間12本以上のワークショップを展開。
【土佐山ワークステイ（中長期滞在支援サービス）】
都会の方に「家を貸し、車を貸し、コネを提供する」土佐山に滞在し、土佐山
のための仕事をする方へのプログラム。
吉冨

慎作

よしとみ

しんさく

特定非営利活動法人
アカデミー

土佐山
【EDGECAMP（中山間地域特化型起業家養成プログラム）】
「雇用がないだけで、仕事はある」。地域での仕事の作り方を6ヶ月間かけて
仲間と共に学んでいくものであり、日本財団より補助を得て実施している。
【TOSAYAMA Creative Camp（企業・団体研修）】
平成27年から実施。地域の課題を研修教材へと編集し、地域おこし協力隊の研
修のみならず、高知県庁、大手企業本社等からの人材育成研修を行っている。
【コンサルティング サービス】
企業の事業企画、他地域の地域づくり、交流人口増加のためのコンサルティン
グや行政の委託事業受注等。
■受賞歴
2014年環境省グッドライフアワード 環境と学び特別賞
2016年農林水産省 オーライニッポン大賞受賞

吉野

吉見

裕之

精二

よしの

よしみ

ひろゆき

せいじ

＊ＮＰＯ・市民活動の支援
とくに資金支援を中心に、ＮＰＯ・市民活動の支援を行っている。
＊調査・研究
一般財団法人ハウジングアン ＮＰＯ・市民活動推進の観点から、まちづくりについての調査・研究を行って
いる。
ドコミュニティ財団
＊その他
ＮＰＯの交流会、ＮＰＯ・市民活動推進のためのシンポジウム・研修会の企
画・運営などを行っている。

地域観光プロデュースセン
ター

「地域は観光に頼らなければやっていけない！」とも言われています。とく
に、地方は人口減少など直面する課題、時代の流れをどう受け止めるのか。し
かし、地方には「文化がある自然がある」ことを活かした成功事例が多く見ら
れます。
全国のどこの地域でもがニュー観光地となる可能性があります。観光の魅力は
人との感動の交流です。地域の人たちが主役になる観光が「ほんものの旅」で
す。
みなさんの地域には宝物が溢れています。いっしょに探してみませんか。
ニューツーリズムを通じて地域が元気になるお手伝いをいたします。
・地域交流事業支援アドバイザー～地域観光創造・着地型観光実践ドウタン
ク
・地域力創造支援アドバイザー～まちづくり・地域活性化・地域の元気再生
・ＤＭＯ組織化支援コーディネーター～地域の新しい観光戦略にDMOの構築
なにが正しいのか、だれの言っていることがまともなのかよくわからない成熟
した社会環境の中で、世代や価値観の異なるさまざまな人々が立場や役割を超
えて関わりあうことができ、「新しい何か」を創作できる創発的なコミュニ
ケーションの仕組みづくりや場作りを研究しています。

若新

雄純

わかしん
ん

ゆうじゅ

慶應義塾大学

例えば、大人と子ども、男性と女性、専門家と素人といった対象的な人々が、
だれかを「先生」に仕立てあげることなく、自由で対等な空間で一緒に議論や
活動ができるような、やわらかくひらかれた環境をつくり続けています。
最近では、地方のまちに、都会からの移住者などいわゆる「よそ者」がゆるや
かに溶けこんでいくための政策などにも興味を持って取り組んでいます。
巷ではそれを「オープン・イノベーション」と言ったりするようですが、いき
なり「つくる」というプロセスにばかり注目してしまうのではなく、まずはこ
れまであった常識や価値観、仕組みを疑ってみて、ときには手放したり、ゆる
めたりすることを重視して活動しています。

地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順）
氏名

ふりがな

所属名称

若松

進一

わかまつ

しんいち 人間牧場

渡邊

法子

わたなべ

のりこ

アイ・エス・ケー合同会社

まちづくり

平成３０年４月１日現在

取組概要
双海町役場に在職中、瀬戸内海に沈む夕日に着目し、日本で一番海に近いJR下
灘駅で開催した夕やけプラットホームコンサートが話題を呼び、夕日をテーマ
にした数々のまちづくりを行なった。海辺の海岸を埋め立ててシーサイド公園
を整備した。４５０mの人工砂浜、特産品センター、夕日のミュージアム等に
は、年間５５万人の観光客が年間を通じて訪れている。
第三セクターを設立して運営しているが開業以来黒字経営をしている。
海岸国道を「夕やけこやけライン」と名付け、町のキャッチフレーズも「しず
む夕日が立ちどまる町」として積極的にまちづくりに取り組んでいる。
海岸国道沿いには水仙や菜の花が咲くなど地域ぐるみで花咲くまちづくりを展
開している。
JR予讃線にこの夏「伊予灘ものがたり」という観光列車が走る予定である。
まちづくりを推進する「まちづくり学校双海人」も活動している。
年間１００日以上全国各地へ出向き講演や指導に当たっている。
地域特性を活かしたまちづくり（地域資源の再発掘・活用）
地域の人材発掘、育成地域の主体性を核にした自立型、持続型のまちづくり事
業
着地型観光事業（基盤の整備構築）
ローカルエリアプロモーションビジネスの事業化
インバウンド(訪日）観光事業

