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所属等
(組織名)

役　　職 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24年度
新規登録者

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）研究会
2、食と農と健康を考えるネットワーク
3、観光ガイドヘルプボランティア

株式会社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

札幌国際大学　観光学部　観光ビジネス学科 教授 河瀬　悟郎 北海道札幌市 北海道・利尻礼文0泊3日弾丸ツアー企画実施

株式会社TAISHI 代表取締役 菅野　剛 北海道札幌市 既存資源の潜在力を高め自立支援型のコンサルモデルの実践事例 ☆

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元情報の受発信システム構築

有限会社JICC 代表取締役 島田　昌幸 北海道札幌市 『石と芸術のまち金谷』の創出

株式会社ワイズスタッフ／株式会社テレワークマ
ネジメント

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

有限会社アグリテック 企画営業部長 中田　浩康 北海道東川町
地域資源を活用した体験型観光推進での交流人口増加による
観光まちづくりの取り組み

☆

株式会社木村興農社 代表 木村　秋則 青森県弘前市 永続性環境保全農業

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

プロジェクトおおわに事業協同組合 副理事長 相馬 康穫 青森県大鰐町 ☆

NPO法人グリーンエネルギー青森 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の活性化

平成24年度地域人材ネット登録者一覧

１．民間専門家（190名）

登録者の内訳 
 １．民間専門家         190名 

 ２．先進市町村の職員     19名 
 ３．先進市町村の組織     13組織 
   合計          222名・組織 
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役　　職 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24年度
新規登録者

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

庄内映画村株式会社 代表取締役 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興し

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であるとして、周年での「観光農業」による地域活
性化を実現

茨城の地域づくりと観光を考える会 代表 鈴木　俊勝 茨城県土浦市 地域資源を活用した地域づくりと観光振興 ☆

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」

学校法人船田教育会 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計画の作成および事業実
施支援

群馬大学大学院工学研究科 教授 片田　敏孝 群馬県桐生市 防災教育、避難行動、危機管理

群馬県環境アドバイザー、ぐんま食育推進サ
ポーター

笛木　京子 群馬県前橋市 地域から発信する「食育と環境」 ☆

たてばやし下町通り商店街振興組合 下町夜市実行委員長 三田　英彦 群馬県館林市 空き地化の進む商店街での交流人口拡大術と起業創出

跡見学園女子大学マネジメント学部　観光マ
ネジメント学科
　（内閣府地域活性化伝道師）

准教授 篠原　靖 埼玉県新座市
観光による地域振興を応援　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を・・・・

間伐材ウッドチップ舗装協会 理事長 柴山　利幸 埼玉県白岡町 里山の保全活動、森林活用

(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

立教大学観光学部 教授 安島　博幸 埼玉県新座市 観光による持続可能な地域振興

元南房総市企画部 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

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

特定非営利活動法人コミュニティワークス／地
域作業所hana

理事長 筒井　啓介 千葉県木更津市 木更津市市民活動支援事業「チャレンジセンターLet'sきさらづ」
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役　　職 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24年度
新規登録者

NPO法人TRYWARP 代表理事 虎岩　雅明 千葉県千葉市
大学生がパソコンを教えることによる地域での世代間交流のきっかけ作りと
地域SNSの活用

船橋小松菜パウダー会 会長 平野　代一 千葉県船橋市
 西船橋野菜（小松菜、枝豆など）を使った加工品開発生産と販売による
地産地消推進事業

特定非営利活動法人ナレッジネットワーク
（有限会社　ケイワン）

理事長　（代表取締役） 柳田　公市 千葉県船橋市 地域再活性化に向けた活動支援 ☆

株式会社シー・ブルー 代表取締役 青木　千栄子 東京都新宿区 そのまちに生まれ、育ち、暮らすことに誇りを持てるように…。

株式会社野村総合研究所　公共経営戦略コ
ンサルティング部

上級コンサルタント 荒井　弘正 東京都千代田区 地域再生マネージャー事業（ふるさと財団地域再生部が所管）

街づくりカウンセラー 今村　まゆみ 東京都世田谷区 マスコミも来訪者もファンになる街づくり

財団法人日本交通公社 研究主幹（観光政策相談室長） 岩佐　吉郎 東京都千代田区
地域資源の発見と評価により、地域の魅力を活かした観光振興戦略、地
域活性化戦略の策定

株式会社富士通総研
取締役　エグゼクティブコンサルタ
ント、PPP推進室長

臼井　純子 東京都港区 ボランティアホリデー、「目指せ！弥太郎　商人塾」

ＮＰＯ法人グローバルキャンパス 理事長 大社　充 東京都渋谷区
●平成21年・22年度・観光地域づくりプラットフォーム形成支援事業　（日
本観光協会／観光庁）
●日光市の中心市街地活性化に係わるサポート事業

江戸東京・伝統野菜研究会 代表 大竹　道茂 東京都昭島市 江戸東京の伝統野菜による地域活性化と食育授業の推進 ☆

(株）バル街づくり研究所 代表取締役 大塚　幸雄 東京都港区 ｢合わせ技一本｣島型ビジネス展開事業(海士町）

法政大学現代福祉学部/大学院人間社会研
究科

教授 岡﨑　昌之 東京都町田市
人材育成等アドバイザー事業（総務省給与能率推進室所管）による地域
の人材育成の取組他

株式会社GENプランニング 代表取締役 奥村　玄 東京都世田谷区 和歌山県高野町「まちなか再生事業」

東京大学生産技術研究所 准教授 加藤　孝明 東京都目黒区
広域ゼロメートル市街地における市民主導型の防災まちづくり（メガハザー
ドへの取り組み）

公益社団法人企業ﾒｾﾅ協議会 専務理事 加藤　種男 東京都墨田区 文化を活用した地域経済・地域社会の創造 ☆

株式会社オフィス・トゥー・ワン
流通ジャーナリスト／プライスアナリ
スト

金子　哲雄 東京都港区 代表的事業～2003年度栃木県商工会連合会スローライフ推進事業～
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ランドブレイン株式会社 まちづくりグループ　チーム長 紙田　和代 東京都千代田区 地区における住民主体のまちづくりの支援

スタイルジャパン研究所 主宰 川野　正彦 東京都渋谷区
地方自治体と地場産業、
それぞれのパフォーマンスを活かした地場産業のブランドづくり

☆

東京大学大学院工学系研究科都市工学専
攻

准教授 城所　哲夫 東京都文京区

一般社団法人エリア・イノベーション・アライアン
ス

代表理事 木下　斉 東京都品川区
経営による地域再生・都市再生-新たな資金循環を生む「事業」による活
性化-

(1)ビズデザイン株式会社
(2)明治大学商学部

(1)代表取締役
(2)特任准教授

木村　乃 東京都港区 地域住民による地域振興に向けた複合的活動展開

株式会社藍設計室 代表取締役 鯨井　勇 東京都三鷹市 地域資源環境を保全しながらの再生・交流・活性化 ☆

東京大学大学院工学系研究科 准教授 窪田　亜矢 東京都文京区 資源を活かしたまちづくり

東京芸術大学　音楽部音楽環境創造科 教授 熊倉　純子 東京都足立区 地域型アートプロジェクトの実践 ☆

一般社団法人墨田区観光協会 理事 久米　信行 東京都墨田区 経営者や自治体有志で勝手にネットで観光協会 ☆

東京大学大学院工学系研究科・都市計画研
究室

准教授 小泉　秀樹 東京都文京区 コミュニティ・デザイン、まちづくりの仕組みづくり

早稲田大学 教授 後藤　春彦 東京都新宿区 まちづくり支援

全日本空輸株式会社（休職中） - 小林　詳子 東京都港区
宇和島市における真珠を核としたブランド化による中心市街地活性化、女
性の視点と感性を活かしたまちづくり

(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

イング総合計画株式会社 代表取締役 斉藤　俊幸 東京都杉並区 6次産業化、雇用創出、第3セクター再生

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

立教大学観光学部
株式会社ツーリズムマーケティング

特任教授
顧問

清水　愼一 東京都品川区 観光による交流を活かした元気なまちづくり
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平成24年度
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法政大学現代福祉学部 准教授 図司　直也 東京都町田市 農山村地域再生に向けた人的支援の試み

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）

株式会社アミタ持続可能経済研究所 アソシエイト・フェロー 千田　良仁 東京都千代田区
「つなぐ」「つむぐ」～地域資源の発掘・利活用とヒト・モノ・カネのコーディネー
トによる持続可能な地域活性化モデルの構築

アクション・リサーチ 代表 高橋　明子 東京都杉並区 ICTを活用した、生活現場からの地域メディアづくり・人づくり ☆

株式会社　コミュニティネット 代表取締役 高橋　英與 東京都中央区 島根県吉賀町～５者協定＋１の取り組み「福祉を核にしたまちづくり」

株式会社ブランド総合研究所 代表取締役社長 田中　章雄 東京都港区 地域ブランドへの意識改革、調査、戦略策定

まちひとこと総合計画室 代表 田邊　寛子 東京都千代田区 観光地や商店街の地域資源を大切にした「景観づくり」による活性化支援

株式会社　タマノワ 代表取締役 玉沖　仁美 東京都港区 「“モノをつくって売る”ことを自分でできるようになれる」実施型サポート

株式会社　船井総合研究所 地域ブランド　創造チーム 杤尾　圭亮 東京都千代田区 地域特産品　ブランド化による地域活性化

株式会社漁村計画 代表取締役 富田　宏 東京都世田谷区 全国の住民参加の漁村環境整備計画の作成、漁村活性化の取り組み

ＮＰＯ法人　ＮＰＯフュージョン長池 理事長 富永　一夫 東京都八王子市 暮らしの支援事業

株式会社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

東京大学工学部都市工学科 准教授 羽藤　英二 東京都文京区 松山市のモビリティデザイン

株式会社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る、住民を自立させての地域活性化の実
現

SOHO CITY　みたか推進協議会 会長 前田　隆正 東京都三鷹市 起業による地域活性化 ☆

株式会社　玄 代表取締役 政所　利子 東京都台東区 持続的地域経営のための戦略を総体的に取り組むそのためには
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早稲田大学教育・総合科学学術院 教授 宮口　侗廸 東京都新宿区
人材育成等アドバイザー事業（総務省給与能率推進室所管）による地域
の人材育成の取組

NPO法人農家のこせがれネットワーク　/　株式
会社みやじ豚

代表理事CEO / 代表取締役社
長

宮治　勇輔 東京都港区 農業を基点に地域を活性化する研修及び都市農村交流等支援事業

財団法人
日本交通公社
研究調査部

主任研究員 守屋 邦彦 東京都千代田区 ☆

ＪＴＩＣ．ＳＷＩＳＳ 代表 山田　桂一郎
スイス：Ｚｅｒｍａｔｔ Ｓｗｉ
ｔｚｅｒｌａｎｄ、日本：東

京都千代田区

住民、事業者を主体としたＤＭＯによる持続可能で自立した地域活性・再
生化

特定非営利活動法人仕事人倶楽部 理事長 山田　洋司 東京都港区 地域特産品を活用した、商店街活性化 ☆

拓殖大学　政経学部 教授 山本　尚史 東京都文京区 地域主体のビジネス環境整備手法「エコノミックガーデニング」 ☆

(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　/ 新

潟県佐渡市
「IT×地域」　地域へヒトとオカネをもたらすためのICT利活用

株式会社　梵まちつくり研究所 代表取締役 吉田　道郎 東京都新宿区 地域の自治力向上をふまえたまちづくり、景観づくり、活性化

慶應義塾大学総合政策学部 准教授 飯盛　義徳 神奈川県藤沢市 地域づくりとひとづくり

松蔭大学観光文化学部 教授 古賀　学 神奈川県厚木市 継続的な観光からの地域振興への参加（利賀村・高柳町）

NPO法人　地域力創造研究所 理事長 佐藤　喜子光 神奈川県逗子市 ファンづくりツーリズムを梃子とした地域力の創造

㈱櫛澤電機製作所 代表取締役社長 澤畠　光弘 神奈川県横浜市 障がい者の就労支援・就労の場つくり！

(有)野口都市研究所 代表取締役 野口　和雄 神奈川県二宮町 真鶴町における条例制定や計画づくり、美しいまちづくりの取組み

特定非営利活動法人小田原まちづくり応援団 副理事長 平井　太郎 神奈川県小田原市 文化財建物を活用した邸園交流による地域活性化 ☆

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

東海大学観光学部観光学科 教授 屋代　雅充 神奈川県平塚市
地域固有の景観的・観光的な魅力をフットパス事業を通じてあぶり出し市
民主導のまちづくりへと展開
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所属等
(組織名)

役　　職 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24年度
新規登録者

社団法人中越防災安全推進機構
復興デザインセンター　チーフコー
ディネーター

阿部　巧 新潟県長岡市 新潟県中越地震被災地域・過疎高齢集落における人的支援の実践

社団法人中越防災安全推進機構 復興デザインセンター長 稲垣　文彦 新潟県長岡市 2004年新潟県中越地震からの市民と行政との協働による復興まちづくり

荻ノ島ふるさと村組合 事務局長 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）による地域活性化及び地域の
自信と誇りの再生

長岡造形大学　建築・環境デザイン学科 准教授 澤田　雅浩 新潟県長岡市 中越地震被災集落の復興支援

あわゆき組 代表 関　由有子 新潟県上越市 自ら楽しむまちづくり、「城下町・高田」の雰囲気を演出

新潟工科大学　工学部　建築学科 准教授 田口　太郎 新潟県柏崎市
地域住民の自律性を高めながら進める地域づくり～復興まちづくりから平
時の地域づくりまで～

富山インターネット市民塾推進協議会 事務局長 柵　富雄 富山県富山市 インターネット市民塾による地域人材活性化と地域づくりの知の還流

財団法人　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

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り組みと支援

（株）ぶなの森 代表取締役 高峰　博保 石川県金沢市 地域内産業連携を通じた地域振興 ☆

春蘭の里実行委員会 - 多田　喜一郎 石川県能登町 若者が帰ってくる農村の再生を目指して

財団法人地域振興研究所 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

任意団体　心田開発（しんでんかいはつ） 副理事長 前田　昭則 石川県能美市 やすらぎの共生社会（地域）創出を目指して ☆

伊藤忠商事株式会社 福井事務所　所長 小島　慶藏 福井県福井市
海外戦略も視野に入れた産業振興、農商工連携、人材育成、新規事業
創出

(1)　NPO法人ａｗａｒａｒｔ
(2)　ＣＯＭ計画研究所

(1)　NPO法人ａｗａｒａｒｔ事務局
(2)　ＣＯＭ計画研究所　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

特定非営利活動法人日本上流文化圏研究
所

事務局長 鞍打　大輔 山梨県早川町
住民主体の地域づくり活動や集落の維持・活性化へ向けた取り組みへの
支援

☆
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所属等
(組織名)

役　　職 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24年度
新規登録者

特定非営利活動法人えがおつなげて 代表理事 曽根原　久司 山梨県北杜市 都市農村交流、農商工連携による農村活性化

CRC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

高野山大学 客員教授 髙橋　寛治 長野県飯田市
小規模再開発の連鎖による地方都市再生モデルの構築、地域の内発力
を引き出すまちづくり

特定非営利活動法人おもいやり乙女平 理事長 吉田　周平 長野県東御市 住民自らが行う宅幼老所運営事業

株式会社　美ら地球 代表取締役 山田　拓 岐阜県飛騨市 地域資源を活かしたソーシャル・ツーリズムビジネスの創出

特定非営利活動法人　サプライズ 代表理事 飯倉　清太 静岡県伊豆市
「いつもどこかで誰かが拾っている」・・・継続した清掃活動が、まちづくりにも
発展

☆

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)富士宮やきそば学会、
(2)（社）B級ご当地グルメでまちおこし団体連絡
協議会

(1)会長
(2)代表理事

渡邉　英彦 静岡県富士宮市 食による地域ブランド確立および活性化戦略

(1)　表参道発展会（いなり楽市実行委員会）
(2)　㈱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

岡崎まちゼミの会／特定非営利活動法人岡
崎都心再生協議会

代表／理事・商業活性化部会
長

松井　洋一郎 愛知県岡崎市 「まちゼミ」をはじめとする地域主体の中心市街地活性化事業 ☆

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６次元化～

多気町勢和地域資源保全・活用協議会 事務局長 高橋　幸照 三重県多気町 農村協働力(地域の絆)を活かした地域資源の保全と活用 ☆

新雲出川物語推進委員会 委員長 畑井　育男 三重県津市 山川海ネットワークの構築による多様な主体の環境保全活動の推進

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

特定非営利活動法人　篪庵トラスト（ちいおり
とらすと）

理事長 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

亀岡市篠町自治会 前会長 井内　邦典 京都府亀岡市 セーフコミュニティ推進活動
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所属等
(組織名)

役　　職 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24年度
新規登録者

有限会社　常吉村営百貨店 代表取締役社長 大木　満和 京都府京丹後市 逆境を逆手に取った農ある地域づくり（農業と福祉と暮らし）

株式会社　庵 代表取締役社長 梶浦　秀樹 京都府京都市
地域資源を活用した滞在体験型の観光まちづくり支援事業と京都モデル
事業

①半農半Ｘ研究所
②特定非営利活動法人里山ねっと・あやべ

①代表
②スタッフ

塩見　直紀 京都府綾部市 半農半Ｘライフスタイルの提唱とコンセプトを活かした地域再生 ☆

京都フラワーツーリズム合同会社 プロデューサー 高木　治夫 京都府京都市 人を活かして観光振興をはかろう！ ☆

食環境ジャーナリスト・食総合プロデューサー 金丸　弘美 大阪府大阪市
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・ブランド化振
興事業

かっとあんどぺーすと 代表 中村　崇明 大阪府大東市 地域資源を活かした地域活性化事業 ☆

大島　康孝 兵庫県西宮市 地域資源「オリーブ」を活用した「農」「商」「観光」の地域活性化

株式会社 プリズム 代表取締役 岸本　晃 兵庫県加古川市 ICT人材「住民ディレクター」で地域とメディアをプロデュース ☆

特定非営利活動法人情報社会生活研究所 代表理事 小橋　昭彦 兵庫県丹波市 マーケティング的視点を活かして地域活性化を支援

株式会社　コー・プラン 取締役アドバイザー 小林　郁雄 兵庫県神戸市
神戸における水際地区整備計画から阪神・淡路団震災の復興市民まち
づくり総合的支援

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 観光まちづくりのプラットフォーム構築と集客戦略及び地域ブランドの構築

特定非営利活動法人 歴史と出会えるまちづく
り船場城西の会

理事（書記） 中山　栄一郎 兵庫県姫路市 地域に残る歴史的財産を活用したまちづくり

インフォミーム株式会社 代表取締役 和﨑　宏 兵庫県姫路市 地域ＳＮＳによる地域再活性化のためのプラットホーム構築

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」を目指して

農業法人(株)秋津野 取締役副社長 玉井　常貴 和歌山県田辺市 農村文化や地域産物を活かした地域づくり（都市との交流）

NPO法人　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 エコを視点に安心・安全な街づくり
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所属等
(組織名)

役　　職 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24年度
新規登録者

まちづくり工房　「隆」 代表 安藤　隆一 鳥取県鳥取市 「まちづくり」は「人づくり」から

鳥取大学　地域学部 教授 野田　邦弘 鳥取県鳥取市 鳥取市内の廃病院を活用したアートプロジェクト「ホスピテイル」 ☆

有限会社エコカレッジ 代表取締役 尾野　寛明 島根県川本町
インターネット古書店による過疎地の雇用創出、および都市部の若手企業
家誘致

☆

観光プロモーター 門脇　修二 島根県松江市 地域の埋もれた資源に光を当て、新たな観光客の誘致を

(1)株式会社シーズ総合政策研究所　(2)３セク
経営支援センター

(1)代表取締役社長　(2)センター
長

藤原　明 島根県松江市
１　市町村合併後の産業振興と公的企業改革の支援
２　市民出資による公民協働のまちづくり会社を設立支援
３　中山間地域での地域資源活用ビジネスへの挑戦

かのさと体験観光協会 事務局長 仲田 芳人 岡山県新見市 かのさと体験観光協会を通したグリーンツーリズムの企画受け入れ ☆

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

(1)　副会長
(2)　理事長
(3)　代表理事

安藤　周治 広島県三次市
1.　中国・地域づくり交流会活動
2.　ひろしまNPOセンター 活動
3.　NPO法人ひろしまね「もう一つの役場」の提案

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

下関フィルム・コミッション 常任委員長 冨永　洋一 山口県下関市 ロケ支援だけではない、地域との関わり

道の駅　萩しーまーと(ふるさと萩食品協同組
合)

駅長(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

しものせき観光キャンペーン実行委員会 副会長 和田　健資 山口県下関市
下関観光キャンペーン実行委員会「官民一体となった基幹産業プロジェク
ト」

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創造地域づくり

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

株式会社いろどり 代表取締役社長 横石　知二 徳島県上勝町 地域資源を活用した地域活性化

むれ源平まちづくり協議会 会長 新谷　稔 香川県高松市 地域プロデューサーの育成と地域資源と地場産業による地域活性化 ☆
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所属等
(組織名)

役　　職 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24年度
新規登録者

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

特定非営利活動法人いよココロザシ大学 理事長・学長 泉谷　昇 愛媛県松山市 「誰でも先生、誰でも生徒、どこでもキャンパス」いよココロザシ大学。 ☆

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

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

株式会社四万十ドラマ 代表取締役 畦地　履正 高知県四万十町 「ローカル・ローテク・ローインパクト」四万十川に負担をかけないものづくり

有限会社　卵屋（ランヤ） 代表取締役 大原　一郎 高知県高知市 地域食材を活用した商品、業態開発、地域ブランド化の取組み

四国情報通信懇談会 運営委員長 坂本　世津夫 高知県南国市 ICTの活用による地域活性化、地域人材育成 ☆

高知のまちづくりを考える会 代表 畠中　智子 高知県高知市 小さなつぶやきも活かし、地域みんなでまちづくり！

イデアパートナーズ株式会社 代表取締役社長 井手　修身 福岡県福岡市
地域再生における現場力のある人財と組織の向上術　～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
まちづくり計画研究所

代表取締役 今泉 重敏 福岡県福岡市 笑顔満タン、豊かな発想による、目からウロコのまちづくり仕掛け人 ☆

ランドブレイン株式会社 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

山村塾 事務局 小森　耕太 福岡県八女市 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

株式会社地域振興研究所 代表取締役 須川　一幸 福岡県福岡市 宮崎県五ヶ瀬町夕日の里づくり・・・平成18年度地域づくり総務大臣表彰

(有)ラピュタファーム 代表 杉本　利雄 福岡県川崎町 観光果樹園での地産地消型のレストランの経営と地域との連携 ☆

有限会社オフィスフィールドノート 取締役 砂田　光紀 福岡県福岡市 地域の素材や技術、遺産を活かし、デザインで味付けするプロジェクト群

一般社団法人　コミュニティシンクタンク北九州 理事 西村　健司 福岡県北九州市 自治組織を中心とした買物弱者支援の実践
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(組織名)

役　　職 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24年度
新規登録者

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

株式会社マインドシェア
九州のムラたび応援団

九州のムラへ行こう　編集長
団長

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

させぼ四ヶ町商店街協同組合 理事長 竹本　慶三 長崎県佐世保市 地場産品を活用した「食」と「農」による地域活性化 ☆

長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科 教授 中田　英昭 長崎県長崎市 沿岸海洋環境の診断・評価ならびに沿岸漁場環境の保全・修復

株式会社　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

長崎大学大学院工学研究科 准教授 安武　敦子 長崎県長崎市 中越における災害復興・中山間地の再生／仮説カフェの実施

長崎大学経済学部 准教授 山口　純哉 長崎県長崎市 震災復興と地場産業・ソーシャルビジネス・まちづくり

火の国未来づくりネットワーク 事業担当役員 小林　和彦 熊本県熊本市
「出会う・つなげる・ふるさとにする～懐かしい未来の創造者～」
 ソーシャル・プロジェクト・コーディネーターの役割

☆

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)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

地元学ネットワーク 主宰 吉本　哲郎 熊本県水俣市 足元にあるものを新しく組み合わせ町や村を元気にしていく

(1)ＮＰＯ法人　ハットウ・オンパク
(2)(株)鶴田ホテル

(1)代表理事
(2)代表取締役社長

鶴田　浩一郎 大分県別府市 地域資源を磨いて商品化し、地域活性へ独自モデルを確立

やっちみろかい酒谷 会長 日髙　茂信 宮崎県日南市 小さな自治と足元学による地域活性化 ☆

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

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
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所属等
(組織名)

役　　職 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24年度
新規登録者

フロンティアＰＲ株式会社 代表取締役 白仁　昇 沖縄県浦添市 沖縄発の化粧品プロデュース・北大東村「地域力創造アドバイザー」

所属等
(組織名)

役　　職 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24年度
新規登録者

厚木市協働安全部 地域力創造担当部長 倉持　隆雄 神奈川県厚木市
セーフコミュニティ、セーフスクール、体感治安不安感、繁華街、環境浄化、
子どもの安全などの安心安全対策全般。

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 限界集落活性化計画「山彦計画」

山梨市役所下水道課 課長 深澤　秀史 山梨県山梨市 協働のまちづくりとコンパクトな都市計画の実践

御嵩町役場　まちづくり課　まちづくり推進係 主査 栗谷本　真 岐阜県御嵩町
「手づくりの景観修景」と「交流イベント事業」による宿場町の活性化
～自信と誇りの持てるまちづくりをめざして～

☆

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　＊年商7億円　＊交流人口90万人

多気町役場　農林商工課 課長 岸川　政之 三重県多気町 地域にある宝を発掘し、まちづくりに結び付ける！

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」

神戸市役所 代表監査委員 桜井　誠一 兵庫県神戸市 自治体における危機管理時のマスコミ対応

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
電子自治体の推進及び危機管理と情報システムをキーに「自治体汎用被
災者支援システム」の構築と普及拡充等々

河合町総務課 主幹 池田　稔 奈良県河合町
奈良県下７市町で行う基幹業務システムの自治体クラウド・協同アウトソー
シング事業

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

邑南町役場　商工観光課 主任主事 寺本　英仁 島根県邑南町 地域食材を切り口ちとしたビレッジプライド（町民の誇り）の確立 ☆

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事業～江津市人材移入プロジェクト
～

２．先進市町村の職員（19名）
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所属等
(組織名)

役　　職 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24年度
新規登録者

北島町　図書館・創世ホール 教育委員会主幹兼館長 小西　昌幸 徳島県北島町 創世ホールの自主事業

佐賀県庁 最高情報統括監(CIO) 森本　登志男 佐賀県佐賀市 地域活性化に向けたマーケティング手法とICTの利活用 ☆

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」

諸塚村役場　企画課 企画課長 矢房　孝広 宮崎県諸塚村 山と生きる　～全村森林公園・諸塚　百彩の森づくり～ ☆

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

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24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

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～

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

小坂町産業課農林班 産業課　課長 近藤　肇 秋田県小坂町 バイオマスタウン推進事業

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

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

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（いわゆる限界集落）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

３．先進市町村の組織（13組織）
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所属等
(組織名)

役　　職 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24年度
新規登録者

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） 福尾　恭幸 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

萩市歴史まちづくり部まちじゅう博物館推進課 まちじゅう博物館推進課長 柳井　和彦 山口県萩市 萩まちじゅう博物館

福岡県大木町環境課 環境課長 境　公雄 福岡県大木町 持続可能な循環のまちづくり

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」
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