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１．先進市町村の職員（17名）
所属等
(組織名)

役職
(代表者職名)

氏名
(代表者氏名)

所在地 取り組んできた内容や、活動のコンセプト
平成21年度
新規登録者

市川市企画部ボランティア・ＮＰＯ担当 担当マネージャー 寺沢　和博 千葉県市川市 「1%支援制度」の推進で地域コミュニティーの活性化

市川市環境清掃部環境政策担当 主幹 福田　修 千葉県市川市 市川市e－モニター制度（ネットリサーチで市民参加の促進）

南房総市企画部 部長 加藤　文男 千葉県南房総市 黒字経営の「道の駅」で、地域産業・文化の振興、広域情報の発信

厚木市協働安全部 次長（セーフコミュニティ担当） 倉持　隆雄 神奈川県厚木市
不審動向情報システムの構築・体感治安不安感改善・繁華街環境浄化
対策・子どもの安全など安心安全対策全般

柏崎市財務部税務課 課長 春日　俊雄 新潟県柏崎市 農村滞在型交流観光（グリーンツーリズム）による地域活性化

羽咋市1.5次産業振興室 総括主幹 高野　誠鮮 石川県羽咋市 山村集落活性化計画「山彦計画」

原村農林商工観光課 課長 小林　千展 長野県原村 原村移住・交流推進事業 ☆

郡上市郡上地域活性化協議会 異業種交流部会長 水野　正文 岐阜県郡上市 理想の3セク経営～「古今伝授の里」づくり～

近江八幡市協働政策部地域文化課 課長補佐 奈良　俊哉 滋賀県近江八幡市 景観法・文化財保護法を活用した「都市・農村景観の保全と活用」

西宮市
西宮市ＣＩＯ補佐官、西宮市情報セ
ンター長

吉田　稔 兵庫県西宮市 阪神・淡路大震災時に自治体で唯一の「被災者支援システム」を構築

江津市建設経済部農林商工課 総括主任 中川　哉 島根県江津市 多様な主体の連携による定住促進～江津市人材移入プロジェクト～

邑南町定住企画課 交流促進係長 金山　功 島根県邑南町 邑南町研修プロジェクト

海士町産業創出課 課長 大江　和彦 島根県海士町 地域資源を活用したまちづくり～地元産品のブランド化・「地産地商」～

東かがわ市教育委員会学校教育課 副主幹 赤澤　正己 香川県東かがわ市 地域に根ざした観光事業を展開し、交流人口の拡大を図る ☆

豊後高田市商工観光課 課長 佐藤　之則 大分県豊後高田市 商業と観光の一体化による中心市街地の再生－「昭和の町」

南風原町総務部企画財政課 企画統計班長 前城　充 沖縄県南風原町 住民参画による総合計画の策定と、その後のまちづくり ☆

伊江村商工観光課 主査 松本　壮 沖縄県伊江村 観光産業活性化による地域振興への取り組み

登録者の内訳

１．先進市町村の職員 17名

２．先進市町村の組織 21組織

３．民間専門家 84名

合計 122名・組織

別紙

http://www.soumu.go.jp/ganbaru/jinzai/index.html�


２．先進市町村の組織（21組織）
所属等
(組織名)

役職
(代表者職名)

氏名
(代表者氏名)

所在地 取り組んできた内容や、活動のコンセプト
平成21年度
新規登録者

標津町企画政策課 課長 川口　真 北海道標津町 漁業を観光化して観光の産業化へ

盛岡市消費生活センター 所長 吉田　健司 岩手県盛岡市 「悪質商法に負けないまちづくり」　「多重債務問題に強いまち盛岡」

遠野市ふるさと定住推進室 室長 鈴木　惣喜 岩手県遠野市 「行って観たい町」から「住んで魅たい町」へ

宮古市産業振興部産業支援センター 所長 佐藤　日出海 岩手県宮古市 モノづくりができる、人づくり～コネクター・金型産業を軸とした活性化～

大崎市田尻総合支所産業建設課 課長 千葉　秀基 宮城県大崎市
マガンの里推進プロジェクト「渡り鳥との共生による持続可能な社会システ
ムの構築」

小坂町産業課農林班 参事 近藤　肇 秋田県小坂町 バイオマスタウン推進事業

長井市商工観光課 課長 斎藤　理喜夫 山形県長井市
人材育成によるポスト企業城下町の産業振興～地元工業高校やものづ
くり人材の活動支援～

川口市企画財政部情報政策課 次長 高柳　昭彦 埼玉県川口市 自治体EAによる市役所全体の最適化を目指して

日野市環境共生部 部長 楢本　昭 東京都日野市 市民とともにつくる環境共生都市

小浜市食のまちづくり課 課長補佐 中田　典子 福井県小浜市 食のまちづくりと生涯食育の推進

甲府市企画部企画総室情報政策課 係長 土屋　光秋 山梨県甲府市 サービス調達によるシステム全体最適化へ向けた取組

山梨市定住促進プロジェクトチーム 副主査 星野　正裕 山梨県山梨市 定住促進事業「山梨市空き家バンク制度」

飯田市結いターンキャリアデザイン室 課長 福澤　栄二 長野県飯田市 人材誘導：若者のUIターン支援

三島市地域振興部商工観光課 課長 宮崎　眞行 静岡県三島市 街中がせせらぎ～歩きたい街・住みたい街をめざして～

綾部市市民環境部水源の里振興課 課長 西川　卓男 京都府綾部市 水源の里の維持・再生に向けた取組

豊岡市コウノトリ共生部コウノトリ共生課 課長 上田　篤 兵庫県豊岡市 コウノトリと共に生きるまちづくり、豊岡市環境経済戦略

みなべ町うめ課 課長 林　秀行 和歌山県みなべ町 日本一の梅の里づくり

笠岡市政策部協働のまちづくり課海援隊
グループ

統括（グループリーダー） 藤井　敏生 岡山県笠岡市 住民によるNPO団体との協働を通じた島おこし活動

萩市総合政策部まちじゅう博物館推進
課

課長 柳井　和彦 山口県萩市 萩まちじゅう博物館

今治市大三島支所産業建設課 課長 藤原　保文 愛媛県今治市 都市と農村の交流による地域の活性化

長崎市文化観光部さるく観光課 課長 馬見塚　純治 長崎県長崎市 長崎市の歴史や文化を活用したまち歩き「長崎さるく」



３．民間専門家（84名）
所属等
(組織名)

役職
(代表者職名)

氏名
(代表者氏名)

所在地 取り組んできた内容や、活動のコンセプト
平成21年度
新規登録者

(株)石塚計画デザイン事務所 代表取締役 石塚　雅明 北海道札幌市 まちづくりワークショップ等による地域合意の形成や住民自治の推進

北の屋台　北の起業広場協同組合 専務理事 久保　裕史 北海道帯広市 十勝帯広で屋台による『まちづくり』

(株)ワイズスタッフ 代表取締役 田澤　由利 北海道北見市 ネットオフィスの地域拠点経営・ITを活用した地域活性化

株式会社エフエムもえる 代表取締役社長 佐藤　太紀 北海道留萌市 地域の情報員による地域情報の受発信システム構築 ☆

食のトライアングル（農･商・消）研究会 会長 飯沼　巖 北海道富良野市
１．食のトライアングル（農・商・消）
２．食と農と健康を考えるネットワーク
３．会議・観光ガイドヘルプボランティア

(1)　あおもりコミュニティビジネスサポートセ
ンター
(2)　NPO法人グリーンエネルギー青森

(1)　所長
(2)　常務理事事務局長

三上　亨 青森県青森市
地域課題を逆手に取った地域活性化（津軽鉄道を軸とした地域再生な
ど）

NPO法人尾上蔵保存利活用促進会 常務理事 佐藤　正彦 青森県平川市 農家蔵保存･利活用とグリーン･ツーリズムの定着拡充で地域活性化

達者村づくり委員会 総務委員会　会長 佐々木　進 青森県南部町 地元交流資源を活用した達者村づくり活動

盛岡まち並み塾 事務局代表 渡辺　敏男 岩手県盛岡市 盛岡まち並み塾の活動

NPO法人田んぼ 理事長 岩渕　成紀 宮城県大崎市
地域の生物多様性と水田農業の再生プロジェクト～ふゆみずたんぼプロ
ジェクト～

庄内映画村株式会社 代表取締役社長 宇生　雅明 山形県鶴岡市 オープンセットを利用した映画撮影誘致と地域おこし ☆

観光カリスマ工藤事務所 代表 工藤　順一 山形県寒河江市 農業は無限の観光資源～周年での「観光農業」による地域活性化～

長井ものづくり連携のキーマン 西置賜産業会会長 吉田　功 山形県長井市

(吉田)　地元工業高校を支え企業、地域の連携を創出
(斎藤)　地方小都市のものづくり若手活動を推進し各地に広がるネット
ワークづくりを推進
(小関)　「ﾛﾎﾞｯﾄ」開発を柱としたポスト企業城下町のイメージ戦略、技術
集積、人材育成による産業振興への取り組み

山形県林業研究グループ連絡協議会 副会長 栗田　和昭 山形県金山町 山人として～不用木や間伐材を活用した林業の活性化

NPO法人大洗海の大学 代表理事 飯島　一敬 茨城県大洗町
地域社会と連携した「大洗わくわく科学館」・NPO法人「大洗海の大学」の
運営

ゆずの里かおり村 会長 石河　智舒 栃木県茂木町 「みんなでやっぺー、頑張っペー」～特産のゆずを軸とした地域活性化～

作新学院大学 総合政策学部教授 橋立　達夫 栃木県宇都宮市 地域ワークショップ方式による集落活性化事業

(1)　お菓子な郷（クニ）推進協議会
(2)　㈱和銅鉱泉旅館

(1)　会長
(2)　代表取締役

町田　啓介 埼玉県秩父市
地場農林産品（カエデ＆太白芋など）を活用した地域活性化と地域資源
（和銅遺跡）を活用した観光振興

☆

NPO法人小野川と佐原の町並みを考え
る会

理事長 髙橋　賢一 千葉県香取市 歴史的町並みの保存と活用

ＮＰＯ法人　地域産業おこしに燃える人の
会

理事長 関　幸子 東京都千代田区 ＳＯＨＯ　を生かしたまちづくり（中心市街地活性化基本計画の推進） ☆

(1)　（株）三井物産戦略研究所
(2)　エスアールジャパン株式会社

(1)　研究フェロー
(2)　代表取締役

園田　正彦 東京都千代田区 都市側企業との連携による地域活性化 ☆



所属等
(組織名)

役職
(代表者職名)

氏名
(代表者氏名)

所在地 取り組んできた内容や、活動のコンセプト
平成21年度
新規登録者

株式会社　春夏秋冬 代表取締役 玉沖　仁美 東京都千代田区 コーチングや短期解決型カウンセリングの技術で地域振興の実施サポート ☆

(1)　金沢工業大学
(2)　合同会社家守公室

(1)　産学連携室　コーディネーター
(2)　代表

小松　俊昭 東京都港区 ヤモリカフェの創設と運営を通じた新たなコミュニティ･ビジネスの創出

（財）水と緑の惑星保全機構　里地ネット
ワーク

事務局長 竹田　純一 東京都港区 地元学からはじめる森里川海の資源を活かした地域づくり ☆

(株)カルチャーアットフォーシーズンス 代表取締役 中島　淳 東京都港区 思いや考えをカタチに～地域の取組をビジネスモデルに～

(株)ANA総合研究所 主席研究員 新谷　耕司 東京都港区
多様な野鳥の「観察環境」の整備を通じた国内外からのバードウォッチング
観光客の誘致と地域の雇用環境の改善

☆

(株)ANA総合研究所 主席研究員 日垣　敏之 東京都港区 物産振興（ブランド化）から観光振興（交流人口の拡大）へ

(株)地域活性プランニング 代表取締役 藤崎　愼一 東京都港区 ビジネス視点でのコーチングにより、住民を自立させての地域活性化

NPO法人樹木・環境ネットワーク協会 理事長 渋澤　寿一 東京都新宿区 地域の自然と文化をベースとした循環型地域づくり

(1)東武トラベル株式会社
(2)文教大学国際関係学部

(1)企画仕入部副部長
(2)非常勤講師

篠原　靖 東京都墨田区
観光による地域振興の応援、ニューツーリズム・広域観光圏などをベースに
持続可能な観光地づくり

☆

食環境ジャーナリスト・食総合プロデュー
サー

金丸　弘美 東京都世田谷区 味覚ワークショップを取り入れた食育と食をテーマにした観光振興事業

(1)　株式会社うぶすな
(2)　合同会社スマイル

(1)　代表取締役
(2)　代表社員

吉井　靖 東京都渋谷区 「ＩＴ×地域」地域へヒトとオカネをもたらすためのＩＴ利活用 ☆

イング総合計画(株) 代表取締役 斉藤　俊幸 東京都杉並区 食づくり、酒づくりの雇用創出、地域再生

NPO法人ゼロ・ウェイストアカデミー 理事 松岡　夏子 神奈川県逗子市 地域発ゼロ・ウェイスト推進活動

あわゆき組 代表 関　由有子 新潟県上越市 楽しみながら城下町高田のまちを元気にする活動

(財)利賀ふるさと財団 理事長 中谷　信一 富山県南砺市 そばによる国際交流とむらおこし

(財)地域振興研究所 常勤理事・主任研究員 谷本　亙 石川県白山市 酒蔵支援活動から日本の酒蔵のビジョン

能登乃國ゆするぎ塾 塾長 大湯　章吉 石川県中能登町 地域活性化事業の取組と支援～農家訪問等を通じた国際交流～

(1)ａｗａｒａｒｔの会
(2)ＣＯＭ計画研究所

(1)事務局
(2)主任研究員

鈴木　奈緒子 福井県あわら市 夢をカタチに　地域資源を生かした住民主体の地域再生

地域再生診療所 所長 井上　弘司 長野県飯田市 農山村の資源を総合的に活用した都市農村交流

東御市商工会 事務局長 坂井　英夫 長野県東御市 東御市デマンド交通システム

ビスターリ・マーム 代表 石田　賀代子 岐阜県郡上市 都市と農村の交流促進と伝統食等「食」による地域活性化

富士市産業支援センターf-Biz センター長 小出　宗昭 静岡県富士市 産業支援施設を核とした地域活性の実現 ☆

(1)表参道発展会（いなり楽市実行委員
会）
(2)(株)豊川まちづくりそわか

(1)会長
(2)代表取締役社長

鈴木　達也 愛知県豊川市 できることから始めるまちづくり～いなり楽市による商店街活性化～



所属等
(組織名)

役職
(代表者職名)

氏名
(代表者氏名)

所在地 取り組んできた内容や、活動のコンセプト
平成21年度
新規登録者

三重農林水産コーディネーター 原　康久 三重県桑名市 農林水産資源や出会い交流事業を通じた地域活性化 ☆

近畿日本ツーリスト(株)　中部営業本部
（熊野市観光公社）

熊野市ツーリングマネージャー 吉川　博 三重県熊野市 温泉街の賑わい創出と観光振興による地域活性化

伊賀の里モクモク手づくりファーム 代表理事 木村　修 三重県伊賀市 地域活性化～モクモク手づくりファーム運営を通じた農業の六次元化

(株)庵 取締役会長 アレックス・カー 京都府京都市
町家・古民家を宿泊・飲食・物販事業向けに再生＋地域の各種体験プ
ログラムで観光ビジネス創生

NPO法人里山ねっと・あやべ 理事長 新山　陽子 京都府綾部市 都市農村交流による地域活性、綾部ファンづくり、綾部への移住促進

流通科学大学サービス産業学部 教授 高橋　一夫 兵庫県神戸市
地域資源を活用した観光活性化と集客サービス経営及び地域ブランドの
構築

紀州えこなびと　エコカー事業部会 会長 藤原　義政 和歌山県和歌山市 子供達の未来の為に エコカーで体感学習 考えよう地球温暖化問題

田辺市熊野ツーリズムビューロー 会長 多田　稔子 和歌山県田辺市 世界に開かれた持続的観光地“田辺市”をめざして

(有)桜江町桑茶生産組合 代表取締役 古野　俊彦 島根県江津市 遊休資源｢桑｣を活かした農業の6次産業化

海士いわがき生産(株) 取締役 鈴木　和弘 島根県海士町 水産物のブランド化を目指した地域活性化

(有)隠岐潮風ファーム 代表取締役社長 田仲　寿夫 島根県海士町 隠岐牛のブランド化を目指した地域活性化

NPO法人かさおか島づくり海社 理事長 鳴本　浩二 岡山県笠岡市 笠岡諸島島おこし

(1)　中国・地域づくり交流会
(2)　NPO法人ひろしまね
(3)　NPO法人ひろしまNPOセンター
(4)　株式会社わかたの村

(1)　副会長
(2)　理事長
(3)　代表理事
(4)　取締役

安藤　周治 広島県三次市
分野を超えた横断的な仕組みによる地域づくり、市民公益活動に関する
調査・研究、「もう一つの役場」の提案・社会実験

(有)平田観光農園 代表取締役　会長 平田　克明 広島県三次市 過疎地域を活性化するための都市と農村の交流事業 ☆

川根振興協議会 会長 辻駒　健二 広島県安芸高田市 川根振興協議会における活動

(1)道の駅　萩しーまーと
(2)ふるさと萩食品協同組合

(1)駅長
(2)専務理事

中澤　さかな 山口県萩市 地域の農水産物・自然資源を活用したスモールビジネス群の開発・運用

NPO法人新町川を守る会 理事長 中村　英雄 徳島県徳島市 水を生かしたまちづくり活動

(株)いろどり 代表取締役副社長 横石　知二 徳島県上勝町 地域資源を活用した地域活性化～山の小枝や草花を”彩”ブランドへ

特定非営利活動法人グリーンバレー 理事長 大南　信也 徳島県神山町 「人」をコンテンツにした地域づくり ☆

高松丸亀町商店街振興組合 理事長 古川　康造 香川県高松市 高齢化社会に対応した持続可能な新しいスタイルの都市形成をめざして

人間牧場 牧場主 若松　進一 愛媛県伊予市 夕日を地域資源としたまちづくり

内子フレッシュパークからり　直売所出荷
者運営協議会

名誉会長 野田　文子 愛媛県内子町 農産物直売の実践による都市住民との「食」と「農」の交流



所属等
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所在地 取り組んできた内容や、活動のコンセプト
平成21年度
新規登録者

馬路村農業協同組合 代表理事組合長 東谷　望史 高知県馬路村 ゆずの生産加工販売による地域の活性化

特定非営利活動法人タウンモービルネット
ワーク北九州

理事長 植木　和宏 福岡県北九州市
低炭素化社会の実現にむけ、公共交通を補完する「ちょこ乗り交通」事業
の構築

☆

イデアパートナーズ(株) 代表取締役社長 井手　修身 福岡県福岡市
地域の再生における人財活用術～波佐見グリーンクラフトツーリズムに見る
人財と組織～

株式会社プロットアンドシステムズ 代表 甲斐　寛人 福岡県福岡市 プランニングから実行まで一貫したマネジメント ☆

株式会社フラウ 代表取締役 濱砂　圭子 福岡県福岡市 地域の情報発信、人材発掘とネットワーク化 ☆

(株)マインドシェア 九州のムラへ行こう　編集長 養父　信夫 福岡県福岡市 マチとムラの交流＝ツーリズムによる地域活性

NPO法人大牟田・荒尾　炭鉱のまちファ
ンクラブ

理事長 中野　浩志 福岡県大牟田市 三池炭鉱の遺した近代化遺産を活用した活動

山村塾 事務局 小森　耕太 福岡県黒木町 山村塾と国際里山・田園保全ワーキングホリデー、人材育成の取組

(株)みそ半 代表取締役 松永　忠徳 長崎県南島原市
平成俵物ブランド化事業。島原湊地区における漁村活性化事業、とっとっ
島の開設

☆

(株)人間都市研究所 代表取締役 冨士川　一裕 熊本県熊本市 地元組織と連携した中心市街地の活性化 ☆

有限会社　ひまわり亭 代表取締役 本田　節 熊本県人吉市 地域の食資源を活かした農商工連携による地域活性化 ☆

水俣市久木野地域振興会
久木野ふるさとセンター「愛林館」  館
長

沢畑　亨 熊本県水俣市 実のある交流で日本一（自称）の棚田の里のむらづくり

(株)福田農場ワイナリー 代表取締役社長 福田　興次 熊本県水俣市 地域の魅力を活かした観光農業における地域振興

そば道場百姓屋 代表者 木下　行春 宮崎県三股町 濁酒特区による町の活性化

柳谷自治公民館 公民館長 豊重　哲郎 鹿児島県鹿屋市 行政に頼らない「むら」おこし ☆

(株)指宿ロイヤルホテル 代表取締役会長 有村　佳子 鹿児島県指宿市 健康増進産業創出による地域活性化

峰山地区コミュニティ協議会 会長 德田　勝章
鹿児島県薩摩川内
市

コミュニティによる共生・協働の地域社会づくり

フロンティアＰＲ(株) 代表取締役 白仁　昇 沖縄県那覇市 沖縄発の化粧品プロデュースなど
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