
令和５年４月１７日現在

１．民間専門家 502 名

２．先進自治体の職員 26 名

３．先進自治体の組織 2 組織

合計 530 名・組織

（令和５年４月１７日現在）

コード
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

令和５年度
新規登録者

A001 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

A002 株式会社石塚計画デザイン事務所 顧問 石塚　雅明 北海道札幌市 ファシリテーション研修をつうじた自治体職員および地域人材の育成

A529
公益財団法人北海道環境財団
北海道地球温暖化防止活動推進センター

宇山 生朗 北海道札幌市 「地域脱炭素」「行動科学（ナッジ等）」に関する政策形成支援

A004 株式会社TAISHI 代表取締役 菅野　剛 北海道札幌市 観光産業の発展に向けて、地域主体による課題解決手法を支援

A006 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 地域主体の情報受発信システム運営と観光まちづくり

A008
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 テレワークの普及促進・ICTを活用した地方創生

A009 有限会社アグリテック 代表取締役社長 中田　浩康 北海道東川町
地域のみんなが観光の担い手！地域の魅力を発信するお手伝いをしていま
す！

A577 株式会社 石塚計画デザイン事務所 代表取締役（共同代表） 安富　啓 北海道札幌市 協働まちづくりの推進に向けた計画づくりや企画実践の支援 ○

A226 ①八戸せんべい汁研究所　②ＶＩＳＩＴはちのへ
①所長　②次長兼物産振興課
長

木村　聡 青森県八戸市 「まちおこしに終わりなし」持続可能な地域を創るために

A011
農業生産法人　株式会社グリーンファーム農家
蔵

代表取締役 佐藤　正彦 青森県平川市 農家蔵保存･利活用とグリーン･ツーリズム事業の定着拡充で地域活性化

A530 青森大学社会学部 准教授 石井　重成 青森県青森市 官民パートナーシップによる持続可能な地域づくり

A012 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 目指せ！“人生を賭けて、日本の田舎町再生のお手本づくり！！”

A091 弘前大学大学院地域社会研究科 准教授 平井太郎 青森県弘前市 地域で何かを始める、何かを続けるためのワークショップ･デザイン

A255
（１）（一社）あおもりコミュニティビジネスサポートセ
ンター
（２）（株）マネジメント・アソシエイツ

（１）理事・事業マネージャー
（２）代表取締役

山田　さとみ 青森県弘前市 佐井村特産品開発支援事業～ヒトとモノが共創した特産品で村をＰＲ～

A564 認定NPO法人カタリバ ディレクター、大槌町教育専門官 菅野　祐太 岩手県上閉伊郡大槌町
地域総掛かりで取り組むひとづくり
教育を軸にしたまちづくり

A461 宮古チーム漁火 会長 鈴木　良太 岩手県宮古市 水産事業の地域内連携と地域資源のブランド化

A372 株式会社キャッセン大船渡 取締役 臂　徹 岩手県大船渡市 岩手県大船渡市における中心市街地の再生と商店街の活性化

A437
特定非営利活動法人いわて地域づくり支援セ
ンター

常務理事 若菜　千穂 岩手県花巻市 地域運営組織の立ち上げ支援と地域交通の導入支援

A528
特定非営利活動法人　いわて地域づくり支援セ
ンター　/　岩手大学農学部

代表理事　理事長　　　　　　/
名誉教授

広田 純一 岩手県紫波町 奥州市協働のまちづくりアカデミー

A233 お父さんたちのネットワーク 代表世話人 石垣　政裕 宮城県仙台市 やわらかいネットワークの構築による地域活性化

A531 株式会社MAKOTO WILL 代表取締役 菅野　永 宮城県仙台市 地域における創業支援体制の構築及び起業家人材の誘致

A401 株式会社ジョイヤ 代表取締役 桔梗　美紀 宮城県仙台市 南三陸町　震災復興と6次産業化・福祉・観光をとりいれた取組み

A480 株式会社キカクラボ 代表取締役社長 児島　永作 宮城県仙台市 ひとづくり重視の商品開発や観光コンテンツ企画、ふるさと教育等

A481 髙野大地建築企画 代表 髙野　大地 宮城県仙台市 スポーツを活用したまちづくり、及び、官民連携による地域づくり

A482 中嶋　啓二 宮城県仙台市 地域経済活性化のプラットフォーム

令和５年度地域人材ネット登録者一覧

１．民間専門家（502名）

登録者の内訳
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A293 一般社団法人ISHINOMAKI2.0 代表理事 松村　豪太 宮城県石巻市 クリエイティブな手法によるコミュニティ・地域産業の創出と移住促進

A475 一般社団法人日本カーシェアリング協会 代表理事 吉澤　武彦 宮城県石巻市 【高齢化・移動・災害】地域運営のカーシェアで楽しく支え合う地域を作る

A64１ しちがはまツーリズム 代表 鈴木　若子 宮城県宮城郡七ヶ浜町 "地域の人が、地域の言葉で、地域を発信する" 自治体と地域のバランサー ○

A366 株式会社kedama 代表取締役 武田　昌大 秋田県北秋田市 地域に溢れる「ないね」を「いいね」に変えるトキメク仕組みづくり

A317 特定非営利活動法人　アンプ（NPO-AMP） 理事長 齋藤　一成 山形県新庄市
「１００円商店街」「クーポレンダー」「いす－１ＧＰ」など、様々なソフト事業に
よる商店街活性化

A532 一般社団法人希望活動醸成機構 代表理事 阪野　正義 山形県朝日町 地域資源の活用と新しい仕組み導入による地方暮らしの充足支援

A368 地域振興サポート会社　まよひが企画 代表 佐藤　恒平 山形県朝日町 ”非”主流地域振興とボードゲームによる課題解決のための思考づくり

A565
山形県農村づくりプロデューサー、
山形県農山漁村地域づくりプラ
ンナー、農村着火型プランナー

髙橋　信博 山形県西置賜郡白鷹町
地域づくりを進めるには地域のやる気を引き出す技術を持った人材の育成が
重要

A582 株式会社LABEL LINK 代表取締役社長 竹　直也 山形県山形市 観光を手段とした主体型・伴走型地域づくり ○

A318 一般社団法人　ＩＯＲＩ倶楽部 事務局長 金親　丈史 福島県三島町 地域の素材や資源を活用した持続可能なライフスタイルの創造

A533
ヘルベチカデザイン株式会社　代表取締役・クリ
エイティブディレクター

一般社団法人ブルーバード　代
表理事

佐藤　哲也 福島県郡山市 暮らしの解像度を高めクリエイティブなアイデアで地域を面白くする

A403 一般社団法人　ONE福島 代表理事 長谷川　雄介 福島県いわき市 原発被災自治体におけるコミュニティ維持・発展支援

A309 本田屋本店有限会社 代表取締役 本田　勝之助 福島県会津若松市
日本遺産認定地域（約100ストーリー）の統括プロデュースからスマートシ
ティーまで

A305 特定非営利活動法人　素朴広場 理事長 横田　純子 福島県会津若松市 地産地消による地域活性化と企画プロデュース

A583 合同会社　ねっか 代表社員 脇坂　斉弘 福島県南会津郡只見町
～故郷がいつまでも故郷であり続けるために～地域資源を活用した米焼酎
と関係人口づくり

○

A622 一般社団法人BOOT 代表理事 矢部　佳宏 福島県耶麻郡西会津町
辺境の集落から、未来を描く。計画からデザイン・コミュニティ・人づくりまで、
総合的・生態的・感性的に地域デザインを実践

○

A566
地方考夢員（こうむいん）Ⓡ研究所　所長／
（一社）全国農業会議所専門相談員

　 澤畑 佳夫 茨城県ひたちなか市 思いをカタチに出来る座談会（合意形成）の進め方

A457 棚谷　保男 茨城県行方市 日本農業賞大賞受賞、天皇杯受賞

A231
取手アートプロジェクト実施本部／特定非営利
活動法人 取手アートプロジェクトオフィス

事務局長・理事 羽原　康恵 茨城県取手市 取手アートプロジェクトの実践による郊外都市の価値再創

A463 株式会社しびっくぱわー / 合同会社for here 代表取締役社長 / 共同代表 堀下 恭平 茨城県つくば市 ローカルチャレンジャーの資金調達サポート

A294 NPO法人　まちづくり支援センター 代表理事 為国　孝敏 栃木県足利市 地域の誇りを創る～さのまる、さーのって号、観光と人材育成

A019 作新学院大学経営学部 名誉教授 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

A484 一般社団法人Social Up Motegi 代表理事 爲永　崇志 栃木県茂木町 公務員が無報酬の副業でまちづくり

A640 株式会社ファーマーズ・フォレスト 代表取締役 松本　謙 栃木県宇都宮市
「地域商社」事業の推進による地域の課題解決と経済好循環の仕組みづく
り

○

A441 高崎経済大学 地域政策学部 教授 櫻井　常矢 群馬県高崎市 市民協働・地域自治によるまちづくり／地域コミュニティ支援・人材育成

A585 株式会社Aｙ（アイ） 代表取締役社長 村上　采 群馬県前橋市 地域の特色を生かし、価値創出を ○

A535 PRDESIGN JAPAN株式会社 代表取締役 佐久間　智之 埼玉県入間郡三芳町
日本一の広報　予算をかけずに広報とプロモーションで
まちのファンを増やし関係人口を創生

A560 Gift＆Share合同会社 社長 佐藤　彰 埼玉県本庄市 SDGsの理解浸透・実行支援（デザイン経営による地域活性化など）

A526 一般社団法人地域政策デザインオフィス 理事 谷口 信雄 埼玉県越谷市 地域に根差した分散型エネルギー事業化及び総合的活用

A350
株式会社小田屋　代表取締役　／　一般社
団法人離島総合研究所　代表理事

上田　嘉通 埼玉県寄居町
粟島の未来創生事業（地域のポテンシャルを活かした産業振興を通じて、住
民の方の誇りを醸成する）
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A295 秩父市商店連盟連合会 会長 島田　憲一 埼玉県秩父市 商店街の持つ様々な強みを生かした地域活性化

A404 一般社団法人アプリュス 理事 髙田　純嗣 埼玉県川口市 アートを活用した地域振興活動・アーティスト支援

A319
芝浦工業大学　システム理工学部  環境システ
ム学科

教授 中村　仁 埼玉県さいたま市 復興イメトレ（＝復興状況のイメージトレーニング）

A269 株式会社コスモポリタン 取締役 藤倉　憲 埼玉県東松山市 地域の本質的な価値・資源を活かした持続可能な活性化の仕組み創り！

A025 お菓子な郷（くに）推進協議会 会長 町田　啓介 埼玉県秩父市 森を育ててお菓子を創る

A026 跡見学園女子大学観光コミュニティ学部 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

A580 藤倉潤一郎事務所 所長 藤倉　潤一郎 埼玉県川越市 地域協働プラットフォームの構築とコミュニティビジネスの共創 ○

A586
(株)サーベイリサーチセンター　グローバルマーケ
ティングリサーチ部　　　インバウンドリサーチ課

観光アドバイザー 岩岸　悟 埼玉県白岡市 DMOにおける調査の実態と戦略策定、魅力ある着地型観光の創出 ○

A518 千葉大学大学院社会科学研究院 教授 倉阪秀史 千葉県千葉市 「未来カルテ」の開発及び「未来ワークショップ」の実施

A027 株式会社ちば南房総 代表取締役副社長 加藤　文男 千葉県南房総市 道の駅を基盤とする地域経済の振興

A258 株式会社　観光交通プロデュース 代表取締役 向後　功作 千葉県銚子市 観光におけるおもてなしと地域鉄道と地域の活性化の実現

A418 株式会社まちづクリエイティブ 代表取締役 寺井　元一 千葉県松戸市 クリエイティブ人材に着目したエリアブランディング/マネジメント「MAD City」

A030 株式会社TRYWARP 代表取締役 虎岩　雅明 千葉県 まちとテクノロジーの融合（パソコンプレックス解消大作戦）

A349 　まちとひと 感動のデザイン研究所 　代　表 藤田　とし子 千葉県柏市
「情報発信事業」を核とした地域ブランディング及び新たな担い手育成への
取り組み

A031 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

A548 流通経済大学経済学部 教授 八木　良太 千葉県松戸市 ミュージックツーリズムを通じた音楽まちづくりの実践

A032
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

A516 千葉経済大学経済学部 非常勤講師 根津 久一郎 千葉県千葉市 未来へつなぐ、地域経済活性化モデルの構築

A581 学びing株式会社 代表取締役 斉藤　常治 千葉県成田市 隠れスターガイドを育成！ハイブリッド体験ツアーガイドで地域活性化 ○

A245 ＮＰＯ法人　ＷＩＮＰＥＡＣＥ 理事長 小島　大 東京都千代田区 防災支援協定とスケールメリットを活用した自治体支援事業

A192 一般財団法人　地域活性化センター 理事長 椎川　忍 東京都中央区 地域おこしとそのための人材育成の支援

A200
青山社中株式会社/NPO法人地域から国を変
える会/一般社団法人日本と世界をつなぐ会

青山社中株式会社 筆頭代表
（CEO)/NPO法人地域から国を変
える会　理事長/一般社団法人
日本と世界をつなぐ会代表理事

朝比奈　一郎 東京都港区 まちづくり政策の立案・コーディネート・実行支援

A479 株式会社FDH
代表取締役　グルメエンターテイ
ナー

フォーリンデブはっ
しー（橋本陽）

東京都中央区 食の情報発信×食の企画開発

A500 一般社団法人　つながりのデザイン 代表理事 船木成記 東京都港区 マーケティング・ブランディングによる、まちづくり＆人づくり、地域活性化

A483 一般社団法人　まちの魅力づくり研究室 代表理事 堀　温子 東京都江東区 地域活性化のための「まち・施設の魅力づくり」

A485 株式会社モビリティワークス 代表取締役 西　利也 東京都町田市 新しい地域公共交通への取り組み

A488 東京富山県人会連合会 常務理事　事務局長 東　豊昭 東京都文京区 ふるさとと首都圏をつなぐ「県人会」は、関係人口創出の担い手

A490
大日本印刷株式会社　モビリティ事業部　事業
企画室

室長 椎名　隆之 東京都品川区 【地域DX支援】MaaS事業開発とスーパーシティ構想推進の取り組み

A495 一般社団法人 Work Design Lab 代表理事 石川　貴志 東京都千代田区
複業（副業・兼業）人材と連携した地域活性化（関係人口創出、産業振
興・事業承継）
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A496 大正大学社会共生学部公共政策学科 教授 村橋　克則 東京都豊島区 せとうちDMOの戦略策定と実践

A502 LIME Records 代表 井上　知子 東京都渋谷区
音楽と文化の可能性を活用し、地域コミュニティと世界を繋ぐ

A503 株式会社アップス 取締役　東京支店長 山下　良久 東京都世田谷区 地域課題の解決に住民主体で取り組むためのきっかけづくり

A507 茗渓コンサルタンツ株式会社 代表取締役 東堂 英雄 東京都文京区 近江商人『三方よし』の発想で、サステナブルな地域活性化を

A508 東京農業大学総合研究所 教授 木村　俊昭 東京都世田谷区 地域創生・SDGｓ・「五感六育®＋α」のモデル化と実現

A511 株式会社船井総合研究所　地方創生支援部 アソシエイト 関根　祐貴 東京都千代田区 地元農産物を使ったブランド化支援と地域文化の醸成

A512 株式会社JTB　霞が関事業部 グループリーダー 中川　晶子 東京都千代田区 地域資源を活用した人流創出と地域産業への好循環の創出

A514 拓殖大学政経学部教授、東筑紫学園理事 秋山　義継 東京都文京区 公共交通のあり方について－公共交通とまちづくり－

A515 ＴＵＲＮＳ（ターンズ）・株式会社第一プログレス プロデューサー 堀口 正裕 東京都千代田区 移住・定住人口及び関係人口獲得の為の情報発信と場づくり

A517 東京大学空間情報科学センター 教授 関本義秀 東京都目黒区 「My CityForecast」の開発及びワークショップの実施

A519
東京工業大学 先進エネルギーソリューション研
究センター（AESセンター）

センター長補佐 内野　善之 東京都目黒区 分散型デジタル社会に対応したスマートシティの推進

A520
株式会社 日本総合研究所 リサーチ・コンサル
ティング部門

シニアマネジャー 大島 裕司 東京都品川区 分散型エネルギーインフラプロジェクト

A522
株式会社日本能率協会コンサルティング　 ラー
ニングコンサルティング事業本部 事業開発室

シニア・コンサルティングプランナー
（エネルギー産業担当）

江原 央樹 東京都港区 地域課題解決にエネルギー有効活用するための検討支援

A523 株式会社 森のエネルギー研究所 取締役 取締役 虎澤 裕大 東京都羽村市 地域での木質バイオマス利用の事業化支援と実践

A524 一般社団法人 ローカルグッド創成支援機構 事務局長 稲垣 憲治 東京都港区 地域新電力立ち上げ・運営、自治体のエネルギー政策立案・事業運営

A525 一般社団法人 ローカルグッド創生支援機構 シニアアドバイザー 青山 英明 東京都港区 ローカルビジネスの担い手作り

A527 一般社団法人 日本有機資源協会 事務局主幹 土肥 哲哉 東京都中央区 自治体におけるバイオマス利活用の促進

A274 株式会社ワークヴィジョンズ 代表取締役 西村　浩 東京都品川区
「空き」の価値を高めマネジメントする、新しいまち再生の仕組みによる中心
市街地の活性化
佐賀『わいわい!!コンテナプロジェクト』

A400 株式会社Prima Pinguino
地方創生事業部　プロジェクトマ
ネージャー

跡見　愛美 東京都中央区
地域型キャリア教育の設計と実践、地域に求められる人材を育成する学校・
公営塾づくり

A465 安部良アトリエ一級建築士事務所 代表 安部　良 東京都渋谷区 地域活性の基盤づくりと、その舞台となる場の建築

A445 一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会 専務理事 井上　幸一 東京都港区 空き家（古民家）の発生抑制と利活用での地域活性化

A243
（１）日本医療文化化研究会
（２）株式会社医文研

（１）主宰
（２）代表取締役

茨　常則 東京都千代田区 地域の介護・医療資源の有効活用(横串)と安心生活

A250 株式会社　地域計画研究所 代表 井原　満明 東京都中野区 地方都市及び農山村における住民参加協働型地域づくり

A199 有限会社ジー・リサーチ 代表取締役 今井　修 東京都板橋区 GISを利用した地域分析

A035 観光まち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

A427 一般財団法人　地域活性化センター 常務理事 岩崎　正敏 東京都中央区 地域おこし協力隊　定住に向けた起業支援セミナー

A037
オフィス・ウスイ/NPO法人日本風景街道コミュニ
ティ

代表/理事 臼井　純子 東京都武蔵野市 「家業から企業へ」経営の知識と実践的なノウハウの習得の指導

A455 大正大学地域構想研究所 教授 浦崎　太郎 東京都豊島区 高校生の地域参画を通した高校と地域の一体的な再生

A459 beniw合同会社 代表 榎本　善晃 東京都渋谷区
地域プロジェクトの立ち上げ〜ファシリテーションと、主体人材の育成〜自律
支援

A277
EY新日本有限責任監査法人
経営専務理事　（公認会計士）

大久保　和孝 東京都千代田区 地域活性化支援
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A344 特定非営利活動法人離島経済新聞社 代表理事 大久保　昌宏 東京都世田谷区
離島地域に特化したメディアを軸に産品開発・ブランディング・プロモーション、
人材育成支援、観光コンテンツの事業化支援など

A039 江戸東京・伝統野菜研究会 代表 大竹道茂 東京都昭島市 江戸期からの伝統野菜の復活と普及活動

A462 株式会社ニッポン手仕事図鑑 編集長（代表取締役） 大牧　圭吾 東京都中央区 地域人材の情報発信力の向上と、伝統的な産業の後継者の発掘・育成

A347
青山社中株式会社/NPO法人地域から国を変
える会/事業創造株式会社

取締役/事務局長/代表取締役
社長

大山　詠司 東京都港区 起業家養成塾「ぬまた起業塾」の創設・運営支援

A362 一般社団法人　ロハス・ビジネス・アライアンス 共同代表 大和田　順子 東京都世田谷区 地域と企業の連携によるCSV（地域課題の改善による価値創出）活動

A041 法政大学 名誉教授 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

A042 株式会社ＧＥＮプランニング 代表取締役 奥村 玄 東京都三鷹市 高野町地域再生マネージメント事業

A562 70seeds株式会社 代表取締役 岡山　史興 東京都江東区 「日本一小さな村」舟橋村の子育て×農業ブランディング活動

A246 issue+design 代表 筧　裕介 東京都港区 地域みらい大学　～課題解決人材育成のSocial Design School

A044 日本ユネスコ協会連盟 参与 加藤　種男 東京都 文化と自然遺産を活用した地域創造

A429 株式会社パソナ　ソーシャルイノベーション部 部長 加藤　遼 東京都千代田区 起業家育成・観光地域づくり・関係人口創出による地域活性化

A352
（一社）日本ワインブドウ栽培協会、信州大学、
その他

代表理事、特任教授、フリーラン
ス記者

鹿取　みゆき 東京都狛江市
ワインを核とした地域ブランドの創造と醸成、地域活性化、関係人口の創出
など（長野県千曲川流域市町村、北海道仁木町）

A348 株式会社Publicus 代表取締役 金澤　一行 東京都墨田区 住民・外部企業との連携による公共サービスのコスト・クオリティの改善

A571
国立大学法人　東京工業大学
学術国政情報センター　大西研究室

研究員 加納 正俊 東京都目黒区 自然と調和する地域力

A046 ランドブレイン株式会社 住宅・市街地グループ長 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推進（計画づくり、地区計画策定、取り
組み・事業実施）の支援

A391 株式会社価値総合研究所 主席研究員 鴨志田　武史 東京都千代田区 地域課題の「見える化」による移住・交流・定住促進策の支援

A003 ㈱エコ・24 顧問 河瀬　悟郎 東京都港区 北海道・利尻礼文0泊3日弾丸ツアー企画実施

A563 inc1合同会社 代表 河野　公彦 東京都品川区 地域循環モデル構築をベースとした地域価値創造事業

A047 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

A545
株式会社MISO SOUP/瀬戸内うどんカンパニー
株式会社/合同会社三豊鶴

代表取締役/代表取締役CUO
（チーフうどんオフィサー）/代表社
員

北川　智博 東京都板橋区
市民力に火を灯す地域プレイヤー育成
連携・協働型の地域産業づくり

A049 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 20年にわたる地域における事業開発と人材開発、地域連携の推進

A051 株式会社藍設計室 代表取締役 鯨井　勇 東京都東村山市 地域資源環境を保全しながらの再生・交流・活性化

A377
①株式会社まちづくり佐久②八千代台まちづくり
合同会社③まちづくり大山みらい株式会社

①タウンマネージャー②アドバイ
ザー③エリアプロジェクトマネー
ジャー

熊谷　慎一 東京都足立区
八千代台まちづくりプロジェクト〜官民連携によるまちづくりを促進する「地域
密着型よそ者」の役割〜

A307 株式会社 ANA総合研究所 主席研究員 小池　隆志 東京都港区 学習ツーリズムへの取り組みと視点

A320 株式会社　スーツ 代表取締役 小松　裕介 東京都千代田区 観光施設の再生を通じた地域活性化

A430 GTGP JAPAN Corporation 代表取締役 近藤　威志 東京都台東区
地域コミュニティの再構築を軸とした空き家空き地の利活用　～地域
100LDK構想～

A059
地域再生マネージャー・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 地方創生推進交付金事業の事業推進マネジメント

A555 株式会社ソトコト・プラネット 代表取締役　ソトコト編集長 指出　一正 東京都渋谷区
「関係人口」を育成し、SDGsとサスティナビリティ、ウェルビーイングを多世代に
伝える。

A573 ストラテジー＆タクティクス株式会社 代表取締役社長 佐藤　義典 東京都千代田区
地域資源を活用したマーケティング支援・地域人財のマーケティング教育支
援

A371 一般社団法人 Community Future Design 代表理事 澤　尚幸 東京都渋谷区
エビデンスとコミュニケーション、官民双方の視点を用いた、共創による地域の
魅力化
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A306 （株）リクルートライフスタイル
事業創造部部長　兼じゃらんリ
サーチセンター　センター長

沢登　次彦 東京都千代田区
2030年（未来）を見据えた観光地経営（ＤＭＯ）、マネジメントの課題と可能
性について

A207 リ・マスター合同会社／帝京大学経済学部 CEO／教授 篠﨑　宏 東京都八王子市 第2次宮古島市観光基本計画策定＆マネジメント業務

A023
跡見学園女子大学　（内閣府地域活性化伝
道師）

マネジメント学部　観光マネジメン
ト学科　准教授

篠原　靖 東京都文京区 コロナ感染対策をベースにした新たな観光政策・観光地域づくりを支援

A060 NPO法人　共存の森ネットワーク 理事長 澁澤　寿一 東京都世田谷 地域の文化や風土に根差した、循環型の地域社会づくりと人材育成

A558 ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス合同会社 人事総務本部長 島田　由香 東京都目黒区 新しい働き方WAA・ワーケーションの導入と促進、　ウエルビーイング加速

A432
株式会社CAMPFIRE LOCAL・FOOD担当 ／
旅するおむすび屋

菅本　香菜 東京都渋谷区 食を通じて、人と人・人と地域をむすぶ

A062 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

A370 立正大学経済学部 特任教授 鈴木　輝隆 東京都品川区 地域課題をデザインとネットワークから未来の価値創造をめざす

A063 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）

A346 早稲田大学社会科学総合学術院 教授 早田　宰 東京都新宿区
情報社会における多様なステイクホルダーの参加・協働による地域づくりとそ
の仕組づくり

A454 創造系不動産株式会社 代表取締役 高橋　寿太郎 東京都墨田区 移動欲求に着目した、空き家活用

A396 NPO法人芸術と遊び創造協会 理事長 多田　千尋 東京都新宿区 全国姉妹おもちゃ美術館コンソーシアム構想

A416 一般社団法人ローカルソリューションズ 代表理事 田中　淳一 東京都港区 KAWAKAMI SMART PROJECT

A448 一般社団法人SRI 理事長 田邉　敏憲 東京都新宿区 「3つの環境(自然・文化・技術関連）資源」を活かした地域産業づくり

A068
（１）有限会社田辺コンサルタントグループ　まち
ひとこと総合計画室（２）旅するうなぎのねどこ
（３）NPO法人あまみ空き家ラボ

（１）取締役副社長　（２）代表
（３）理事

田邊　寛子 東京都品川区 多彩な地域資源を大切にした住民主体の地域づくり支援

A069 株式会社　紡 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

A336 地域創生プラットフォーム　プロフェッショナル 塚田　佳満 東京都渋谷区 農業高校と連携した地域振興策　就農就労型6次化事業

A434
(株)スペースマーケット ／一般社団法人シェアリ
ングエコノミー協会事務局／一般社団法人ジョ
ブラボぐんま

経営企画担当  ／  シェアリング
シティ統括ディテクター  ／  理事

積田　有平 東京都新宿区 シェアリングエコノミーを活用した地域課題解決

A221 株式会社キースタッフ 代表取締役 鳥巣　研二 東京都中央区 新事業全国展開支援事業及び地域雇用創造事業（代表例）

A398
（１）株式会社WE
（２）上智大学

（１）代表取締役
（２）非常勤講師

戸田　裕昭 東京都千代田区 佐渡市「島スクール」事業

A070 株式会社　船井総合研究所
地方創生支援グループ　マネー
ジャー

杤尾　圭亮 東京都千代田区 愛媛県　松山市　三津浜地区における地域ブランド化の試み

A071 株式会社漁村計画 代表取締役 富田　宏 東京都世田谷区 和歌山県太地町「くじらの町づくり」構想検討からその具体化推進

A072 一般社団法人スマート 代表理事 富永　一夫 東京都八王子市 NPO法人創業から事業継承　　　NPO法人で都市公園の指定管理者

A542 個人 アドバイザー 豊田　啓道 東京都世田谷区
ディズニー・テーマパーク・エンターテイメント手法に基づく
地域の皆さま主体の体験づくり及びストリー作りによる
地域の魅力最大化、地域創生、観光振興

A568 株式会社ウェザーマップ
気象予報士・防災士・気象防災
アドバイザー

内藤　俊太郎 東京都港区
テレビなどの気象解説と地域・企業団体への気象・防災講演などの普及啓
発

A218 ゆとり研究所 所長 野口　智子 東京都新宿区 雲仙人（くもせんにん）プロジェクト

A458
株式会社アクティブラーニング、株式会社にっぽ
んの宝物

代表取締役社長 羽根　拓也 東京都港区 にっぽんの宝物プロジェクト

A567 株式会社　サンクラッド 代表取締役 馬場　加奈子 東京都渋谷区 女性の起業支援による誰もが役割を持てる地域づくり

A253 一般社団法人元気なまち協創日本 代表理事 浜田　靖彦 東京都中央区 人と人、地域と地域をつなぐコーディネーター

A296 日本フットパス協会 理事 尾留川　朗 東京都町田市 フットパスを活用した地域活性化
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A406 株式会社AKALI 代表取締役 蛭田　健司 東京都港区
eスポーツ等のイベント開催、ゲーム・IT分野における人材育成と事業創発に
よる、若者中心の地方創生

A252 一般社団法人 Community Future Design 理事 深谷　信介 東京都世田谷区 まち「ならでは」を創り、次代に繋げる

A376 ジェリックインスティテュート株式会社 代表取締役 福井　正輝 東京都千代田区 秩父・みなの未来創造社の設立、関係人口深化、文化輸出、 他

A302
産業能率大学経営学部
北陸大学経済経営学部

藤岡　慎二 東京都中央区
教育を通じた地域の活性化、高校魅力化プロジェクト、地域を担うリーダー
人材、起業家・事業承継人材育成

A075 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
地域の魅力を効果的に発信！ウィズコロナにおける観光の起爆剤「ロケツーリ
ズム」

A308 株式会社　体験教育企画 代表取締役 藤澤　安良 東京都大田区 体験交流型観光振興による地域活性化及び地場産品の開発と販売

A275 一般社団法人RCF 代表理事 藤沢　烈 東京都港区 官民連携を推進する復興コーディネイター

A460 G&Cコンサルティング株式会社 代表取締役 藤村　雄志 東京都渋谷区 チャレンジ法人設立による持続的な地方創生支援

A338 こめみそしょうゆアカデミー 理事・事務局長 堀田　雅湖 東京都渋谷区
「食」をテーマにした地域資源（ヒト・モノ・コト）を活用した地域活性化・地域
課題を「食」を通じて解決する支援

A312 自治大学校 客員教授 牧　慎太郎 東京都港区
コロナ後の社会
人口減少時代の地域づくり

A534 丸橋企画株式会社 代表取締役 丸橋　裕史 東京都世田谷区 地域に新たな価値と環流を創造する、関係性のデザイン。

A077 株式会社　玄 代表取締役 政所　利子 東京都台東区

A447
信州大学経営大学院客員准教授（元）、日本
文藝家協会会員

ジャーナリスト 三神　万里子 東京都新宿区

A554 一般社団法人官民共創未来コンソーシアム 理事 箕浦　龍一 東京都渋谷区
働き方改革、DX、人材開発、ワーケーション推進等の分野で活動していま
す。

A280 特定非営利活動法人エティック 代表理事 宮城　治男 東京都渋谷区 人をつくる、社会をつくる、日本をつくる

A078 早稲田大学 名誉教授 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

A079
（１）NPO法人農家のこせがれネットワーク
（２）株式会社みやじ豚

（１）代表理事
（２）代表取締役社長

宮治　勇輔 東京都中央区 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

A326 株式会社　価値総合研究所 主席研究員 目黒　義和 東京都千代田区 地域の実情を踏まえた的確なプランニングと実行支援

A304 株式会社morisemi 代表 森　吉弘 東京都千代田区

A453 キャリアシフト株式会社 代表取締役 森本　登志男 東京都 テレワークの推進と地域課題の解決にむけたICTの利活用

A080 公益財団法人日本交通公社 上席主任研究員 守屋　邦彦 東京都港区 地域ブランドの創出（神奈川県茅ヶ崎市）

A424 株式会社和える 代表取締役 矢島里佳 東京都品川区 リブランディングで企業・地域の本質を磨き出し、地域を活性化！

A397
一般社団法人ＩＮＳＰＩＲＥ （地方創生イノベー
タープラットフォーム ＩＮＳＰＩＲＥ）

代表理事 谷中　修吾 東京都渋谷区 地方創生まちづくりで活躍するイノベーターの発掘・育成・活用

A345 株式会社　やなぎさわ建築設計室 代表取締役 柳沢　伸也 東京都新宿区 地方都市におけるまちなか再生および地域資源の活用

A259 株式会社ＡＮＡ総合研究所
客員研究員　地域再生マネー
ジャー

柳田　剛一 東京都港区
地域資源を活用した観光交流事業及び物流物販の促進による地域活性
化

A324 株式会社トム 代表取締役社長 柳田　信之 東京都世田谷区 感幸（観光）都市のブランディング

A420 一般社団法人ＲＣＦ マネージャー 山口 里美 東京都港区 地域課題を揺さぶり協業を生む社会事業コーディネーター

A081 JTIC.SWISS 代表 山田 桂一郎 東京都千代田区 住民・事業者が主体となった自立・持続可能な地域経営のしくみと体制化

A456
株式会社地域活性プランニング　ロケーション
ジャパン編集部

編集長 山田　実希 東京都港区 効果的なプロモーション「ロケツーリズム」による地域振興

A082 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
①北岩手循環共生圏結成と諸活動②久慈市山形町過疎集落ネットワー
ク圏形成支援事業
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A198 株式会社日本アプライドリサーチ研究所 代表取締役　主幹研究員 山村　俊弘 東京都千代田区
転換期にある様々な地域の課題解決に、ビジネスデザインやパブリックデザイ
ンの発想により革新的に取り組む

A083 拓殖大学政経学部 教授 山本尚史 東京都文京区 「さんむエコノミックガーデニング」に対するアドバイス

A228 フリーランス
地域食ブランドアドバイザー/日
本酒と食のジャーナリスト

山本 洋子 東京都世田谷区 女性農業者や観光農園向けの オンラインセミナーを開催

A536
一般社団法人　サステナブルコミュニティ共創機
構

代表理事 横山　泰治 東京都調布市 東京都調布市の事例を基にした官民協働・共創事業とSDGs推進

A299 株式会社乃村工藝社ビジネスプロデュース本部 吉岡　伸 東京都港区 地域の文化・観光施設を観光や歴史まちづくりの拠点として活用する

A334 一般社団法人　場所文化フォーラム 名誉理事 吉澤　保幸 東京都千代田区 地域の資源と特性を活かした地域活性化・地域再生

A085 （株）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・住民の自治力向上をベースとするまちづくり・地域づくり

A450 株式会社アジア・メディアプロモーション 代表取締役 渡邊 竜一 東京都江東区 食とコンテンツを中心とした地域資源の発掘・開発・ブランディング

A202 株式会社コーポ幸 代表取締役 平出　淑恵 東京都世田谷区 日本酒を世界のSAKEへ

A095 認定NPO法人ふるさと回帰支援センター 副事務局長 稲垣　文彦 東京都千代田区 地域おこし協力隊制度導入のアドバイス及び人材育成

A380 FlowLife Laboratory 代表 荒木　幸子 東京都豊島区 流動創生

A446 野村アグリプランニング＆アドバイザリー（株）
シニアフェロー
滋賀大学名誉教授

石井　良一 東京都千代田区 食と農による地域活性化

A159 NPO法人ジャパン・フィルムコミッション 理事長 泉谷　昇 東京都中央区 フィルム・コミッション/まちづくり

A399
（一財）地域活性化センター/愛媛県伊予市移
住サポートセンターいよりん

人材育成プロデューサー/業務推
進アドバイザー

前神　有里
東京都中央区
愛媛県伊予市

課題解決思考から価値創造思考へ～人と地域とあいだをつなぐ人材育成
～

A249
NPO法人持続可能な環境共生林業を実現す
る自伐型林業推進協会

代表理事 中嶋　健造 東京都港区
中山間地域再生の切り札、採算性・環境性・防災を高い次元で両立する
『自伐型林業』

A578 レバレッジコンサルティング株式会社 代表取締役 本田　直之 東京都港区 ガストロノミーを核とした地方創生の第一人者 ○

A579
株式会社船井総合研究所　第四経営支援本
部　地方創生支援部　パブリックセクターグルー
プ

シニアコンサルタント 伊藤　順 東京都千代田区 地域資源を活用した付加価値創造支援地域力を担う人材育成支援 ○

A587
一般財団法人ドリーム夜さ来い祭りグローバル
振興財団

理事長 扇谷　ちさと 東京都港区 変化に対応できる「サバイバル力」の備わった多様な人材・地域づくり ○

A589 大正大学・地域構想研究所 准教授 岩浅　有記 東京都豊島区 自然を活用した地域創生 ○

A590 株式会社JTB総合研究所 主任研究員 岩佐　嘉一郎 東京都品川区 観光マーケティング／観光計画策定～マネジメント／観光地域づくり ○

A593 一般財団法人環境・資源エネルギー協会 理事長 筒井　信雄 東京都千代田区 太陽光発電事業の適正化のための県及び市町村職員の研修 ○

A595 株式会社EIRYO 代表取締役 工藤　英良 東京都大田区 地域の食材を生かした地域活性化コンサルティング ○

A596
株式会社LIFULL　地方創生推進部
空き家プラットフォーム　LOCAL MATCHグループ

リーダー 後藤　大夢 東京都千代田区 ビジョン設計から始める　ミスマッチしない地域おこし協力隊採用支援 ○

A597
①株式会社中村元事務所
②特定非営利活動法人 伊勢志摩バリアフリー
ツアーセンター

①代表取締役
②理事長

中村　元 東京都杉並区
①水族館など博物館施設の開発･再生による観光再生
②バリアフリー観光による増客と人にやさしいまちづくり推進

○

A599 株式会社EdLog 代表取締役社長 中川　哲 東京都港区 小学校プログラミング教育の推進 ○

A600 株式会社Connec.t 代表取締役社長 小口　潤 東京都渋谷区
「地域経営」をテーマに、企業や生活者との連携促進で地域の持続可能性
を高める

○

A613 NPO法人エコリテラシー協会 理事 曽根　進 東京都新宿区 脱炭素・サステナブル・SDGs まちづくりを推進 ○

A620 ムクモト設計株式会社 代表取締役 椋本　修平 東京都品川区 都内マルシェを活かした生産者売上作りから、関係人口創出拡大支援 ○

A621 株式会社FOODSNOW
代表取締役社長/6次産業化プ
ロデューサー

平尾　由希 東京都練馬区
地域のおいしいを形にする〜食の6次産業化とブランディング・デザイン支援
〜

○

A623 株式会社LOCAL SUSTAINABLE PROJECT 代表取締役 國廣　純子 東京都国分寺市
市街地再生に直接寄与する複合的な事業立案、組織設立等を通じた持
続可能なまちづくりの仕組み化をお手伝いします

○
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A629 株式会社47partners 代表取締役 横尾　隆義 東京都豊島区
地域目線での地域資源の磨き上げと地域人財の育成に関する実務専門
家

○

A631 気象防災アドバイザー 岡田　憲治 東京都町田市 土砂災害の発生予測手法の開発者による地域防災力の向上 ○

A634 株式会社ウェザーマップ 気象防災アドバイザー 太田　絢子 東京都港区
メディアでの気象解説や講演を通して
防災気象情報を使いこなせる社会を目指す

○

A639 株式会社おてつたび 代表取締役CEO 永岡　里菜 東京都渋谷区
季節的・短期的な人手不足をキッカケに地域の関係人口を創出するマッチン
グサイト『おてつたび』を運営

○

A452 一般社団法人地域活性化センター クリエイティブ事業室長 吉弘　拓生 東京都中央区 地域の資源を活かした交流・連携によるまちづくり

A569 WATER KIDS JAPAN 代表 小川　和幸 神奈川県茅ヶ崎市 奄美大島でのマリンスポーツ指導

A486 （株）カントリー・ラボ 代表取締役 宮崎　道名 神奈川県伊勢原市 町内会・自治会など、小さなコミュニティの住民自治の推進支援

A494 株式会社イミカ 代表取締役 原田　博一 神奈川県横浜市 地域特性に応じた住民主体の予防自治活動をファシリテートします

A086 慶應義塾大学総合政策学部 教授 飯盛義徳 神奈川県藤沢市 域学連携による地域づくりとひとづくり

A303 合同会社アースボイスプロジェクト 代表社員 榎田　竜路 神奈川県鎌倉市 企業・地域の価値を最大化する『情報運用』手法の伝授と実践

A193 明治大学 教授 小田切　徳美 神奈川県川崎市 地域再生への取り組み支援

A087 松蔭大学観光メディア文化学部 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）

A279 株式会社イータウン 代表取締役 齋藤　保 神奈川県横浜市 cafeからはじまるおもしろまちづくり～地域交流とまちの活性化事業

A088 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

A413 地域サポートラボ 高橋　俊介 神奈川県横浜市 長期計画作成からPDCAを意識した施策の実行までを一貫支援

A402 慶應義塾大学総合政策学部 教授 玉村　雅敏 神奈川県藤沢市 地域活性化や地方創生に資する社会システムの開発と実践

A464 一般社団法人ジャパンチャレンジャープロジェクト 代表理事 中川　直洋 神奈川県鎌倉市 地方創生事業の起業支援プログラム

A073 （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
神奈川県厚木市

東京都港区
まちづくり主体形成と継続的仕組みづくりの支援

A381 有限会社ヴィジョンズ 代表取締役社長 菱沼　妙子 神奈川県横浜市 山梨県峡南地区観光活性化施策

A410 株式会社エピテック 代表取締役 藤川　遼介 神奈川横浜市 ファンづくり型地域振興　-若者の地域参画から広げる共創の輪-

A477 特定非営利活動法人ディスカバーブルー 代表理事 水井 涼太 神奈川県二宮町 海を活かした地域振興と海の環境保全・社会教育

A211 (株)歴史シアター･ジャパン 代表取締役 宮田　太郎 神奈川県相模原市
暮らしの場の小径、歴史ある道、旧道・古道・古街道、遺跡、伝承、ストー
リーを活かした歴史シアター式・観光広域連携のまちづくり

A405 NSP新潟サッカープロジェクト 事務局代表 会津　泰成 神奈川県川崎市 地域資源と遊休施設を活用したスポーツ合宿による地域活性化

A451 東海大学 教授 河井　孝仁 神奈川県平塚市
シティプロモーション・地域マーケティング・
メディア活用・行政広報

A588 ⼀般社団法人　日本ブルーフラッグ協会 代表理事 片山　清宏 神奈川県藤沢市 「海」を活かした地域ブランドの創出と持続可能なまちづくり ○

A591 株式会社エンジョイワークス 取締役 松島　孝夫 神奈川県鎌倉市 地域の様々なステークホルダーが参加する共感投資プラットフォームの運営 ○

A628 地域協奏事務所　地・創・シン 代表 小岩　正貴 神奈川県横浜市 つながりの中で個性を活かす　「協奏」の地域づくり ○

A638 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任助教 高木　超 神奈川県藤沢市 SDGsを活用したサステナブルなまちづくり ○

A084 うぶすな合同会社 顧問 善井　靖 神奈川県横浜市 「点を面に」「消滅を持続に」 あきらめを希望に変える地域活性化伝道師

A487 有限責任事業組合まぢラボ 研究員／ワークショップデザイナー 石本　貴之 新潟県新潟市 見える化、対話を通じた自治を育む持続可能な地域づくり（ローカルSDGs）
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A282 NPO法人　まちづくり学校 代表理事（校長） 大滝　　聡 新潟県新潟市 まちづくりにに関わる人材の育成とまちづくりの現場支援

A538
公益社団法人 中越防災安全推進機構 にい
がたイナカレッジ

マネージャー 金子 知也 新潟県長岡市 【関係人口・移住者受入】外部の人材と連携した地域づくり

A378 (一社）TOC十日町アウトドア体験センター 代表理事 小山　友誉 新潟県十日町市 地域が主体の事業展開～地域に生かし生かされる関係づくり～

A439
特定非営利活動法人　都岐沙羅パートナーズ
センター

理事・事務局長 斎藤主税 新潟県村上市 見える化・ワガコト化から時代に即した住民自治の進化を促す

A098 一般社団法人　雁木のまち再生 代表理事 関　由有子 新潟県上越市 雁木町家の空き家解消に向けた利活用とまちづくり実践

A284 NPO法人　かみえちご山里ファン倶楽部 専務理事 関原　剛 新潟県上越市 集落集合体「クニ」による新たな過疎地再生の手法

A297 特定非営利活動法人地域おこし 理事・事務局長 多田　朋孔 新潟県十日町市
地域おこし協力隊等よそ者の受け入れ体制を整え、未来を見据えた地域お
こし

A100
特定非営利活動法人　地域学習プラットフォー
ム研究会

理事長 柵　富雄 富山県富山市 市民のオンライン活動を支援する地域プラットフォームづくり

A298 株式会社たてやま 代表取締役社長 島　雅啓 富山県立山町 地域素材を活用した地域活性化（イベント・特産品など）

A101
全国麺類文化地域間交流推進協議会
NP０法人　グリ－ンツ―リズムとやま

理事長
副理事長

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

A217 赤須企画事務所 代表 赤須　治郎 石川県金沢市 石川県内の商店街を「まち塾」で支援

A351 金沢大学　法学系 教授 大友　信秀 石川県金沢市 地域資源の発掘・開発・マーケティング・ブランディング

A271 株式会社　エイチツーオー
代表取締役・クリエイティブディレ
クター

加茂谷　慎治 石川県金沢市 コミュニティカフェ、まちの縁側を活かした地域コミュニティの活性化

A341
（１）立正大学
（２）新潟経営大学

（１）客員教授
（２）特別客員教授

高野　誠鮮 石川県羽咋市 限界集落活性化計画「山彦計画」

A103 （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

A104 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

A105 まち&むら研究所 代表 谷本　亙 石川県津幡町 酒蔵維持発展システム調査事業

A422 株式会社 アスリック 代表取締役 濱　博一 石川県金沢市
持続的地域経営・地域再生活動を、ビジョン策定から地域資源発掘・合意
形成・事業開発に至る全工程で支援

A584 株式会社日本エージェンシー
第２アカウントプランニング局　部
長　チーフプランナー

中村　英樹 石川県金沢市 地域の価値をコンテンツ化　コミュニケーション領域からの課題アプローチを！ ○

A632 気象防災アドバイザー 山下　光信 石川県野々市市
地域や子供たちの防災力ＵＰ
住民の生命と財産を守る

○

A407 株式会社　応用芸術研究所 代表取締役 所長 片木　孝治 福井県鯖江市 大学生（若者）との連携による地域力の共創と次世代の担い手づくり

A489 一般社団法人 福井県まちづくりセンター 代表理事 竹本祐司 福井県福井市 持続可能なプロプレイヤー育成とソフト事業を構築。

A108 株式会社コム計画研究所　福井オフィス 統括研究員 鈴木　奈緒子 福井県あわら市 地域資源を活かした未来システムの構築

A592 鳳雛塾（ほうすうじゅく） 塾長 今村　智子 福井県大野市 住民が主体　行政から自立した地域づくり地域に自信と誇りと愛着を ○

A408 株式会社富士川 代表取締役 居村　一彦 山梨県富士川町 地域観光資源や特産物を生かした観光交流拠点の創出

A110 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 農村活性化、都市農村交流、六次産業化

A264 98WINEs合同会社 代表 平山　繁之 山梨県甲州市 地場特産ブドウによる新商品開発

A409
一般社団法人 ○と編集社／一級建築士事務
所　MMMstudio

代表理事／代表 赤羽　孝太 長野県辰野町 地域の未来にワクワクする人を増やす 「エリアにリノベーショ ンをに」

A111 CRC合同会社 代表 井上　弘司 長野県飯田市 全国どこでも地域の課題を洗い出し再生・活性化の支援を致します。

A435 慶應SDM・小布施町ソーシャルデザインセンター 主任研究員 大宮　透 長野県小布施町 多様な主体が協働するまちづくりのコーディネート



コード
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

令和５年度
新規登録者

A382
NPO法人こもろの杜（もり）／（一社）こもろ観光
局　／　結まちづくり計画室

（NPO法人）副理事長／（観光
局）まちづくりプランナー　／（結）
代表

荻原　礼子 長野県小諸市
■市民ワークショップから生まれた活性化施設・公園・カフェ＆ショップ　■町
並み・景観を生かした観光・リノベーションまちづくり

A112 地域プランナー 髙橋　寛治 長野県飯田市 集落の再生と人口維持

A539
一般社団法人ローカルイノベーションイニシアチブ
/株式会社コトト/ミリグラム株式会社/株式会
社カンマッセいいづな

代表理事/代表取締役/取締役 瀧内　貫 長野県長野市 対話と立体的なディレクションによる地域力創造

A206
ＮＰＯ法人　匠の町しもすわあきないプロジェクト
/諏訪アライアンスプロジェクトさいか

専務理事 原　雅廣 長野県下諏訪町 「匠の町しもすわあきないプロジェクト」「諏訪アライアンスプロジェクトさいか」

A594 一般社団法人ローカルイノベーションイニシアチブ 共同代表 杉山　豊 長野県長野市 地域おこし協力隊の調査研究に基づく導入・伴走支援 ○

A213 特定非営利活動法人　地域再生機構 木の駅アドバイザー 丹羽　健司 岐阜県岐阜市 山里の知恵と技と資源を再構築します

A223 NPO法人地域再生機構 副理事長 平野　彰秀 岐阜県郡上市 自然エネルギー導入と地域の自治力育成

A342 郡上大和総合開発株式会社 代表取締役社長 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

A114 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

A506 静岡県裾野市東地区おやじの会 何にもしない合宿 実行委員長 小田　圭介 静岡県裾野市 「何にもしない合宿」による地域づくりの土台づくり

A115 特定非営利活動法人　NPOサプライズ 代表理事 飯倉　清太 静岡県伊豆市 「アイデアは行動をしてカタチになる」

A116 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

A466 株式会社VILLAGE INC 代表取締役社長 橋村　和徳 静岡県下田市
僻地秘境廃墟に代表される遊休資産を活用した新たなツーリズム創出によ
る職づくり

A598 藤嶋放送技術研究所 代表 藤嶋　正己 静岡県静岡市 コミュニティFM局用自動番組送出システム(APS)の開発 ○

A285 特定非営利活動法人　愛知ネット 理事長 天野　竹行 愛知県安城市 安心・安全なまちづくり

A541 一般社団法人ClearWaterProject プロジェクトリーダー 岡本　亮太 愛知県名古屋市 SDGsと海ゴミ問題に取り組みヒトと地域を活かす・のこす

A205 石黒靖敏コンサルティングアソシエイツ事務所 石黒　靖敏 愛知県豊山町 街づくりプロデュース

A323 愛知大学　三遠南信地域連携研究センター 研究員/愛知大学講師 黍嶋　久好 愛知県豊橋市
　2015年売木村・愛知大学共同研究事業「売木村観光ビジョンの推進と
地域づくりプロジェクト」

A119
（１）岡崎まちゼミの会（２）株式会社みどりや
（３）株式会社まちづくり岡崎

（１）代表（２）専務取締役（３）代
表取締役

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

A467
一般社団法人地域連携ネットワークみえ　理事
長

国立大学法人三重大学地域創
生戦略企画室産学官連携アド
バイザー

川井　勝 三重県伊勢市
地域の資源（自然、文化、子どもたち）を活かして自分たちが生かしていただ
く！

A310
（１）百五銀行地域創生部
（２）皇學館大学現代日本社会学部
（３）(一社)未来の大人応援プロジェクト

（１）顧問
（２） 教授
（３）代表理事

岸川　政之 三重県津市 地域にある宝を発掘し、まちづくりに結び付ける！

A064

（１）株式会社アイファイ
（２）皇學館大学　教育開発センター
（３）久慈市地方創生アドバイザー
（４）吉賀町地方創生アドバイザー

（１）代表取締役
（２）准教授

千田　良仁 三重県伊勢市
「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

A121 農事組合法人　元丈の里営農組合 代表理事 高橋　幸照 三重県多気郡多気町 人口減少、高齢化の中山間地域農業をどう活性化していくか。

A122 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

A353 ボノボ 代表 森谷　哲也 三重県津市 三重県 地域づくり事業「美し国おこし・三重」地域担当プロデューサー

A637
気象防災アドバイザー（元・気象
庁 岐阜地方気象台 台長）

辻川　才太 三重県津市
地方公共団体職員や住民の皆さんを対象とした
防災気象情報の理解促進
学校安全教育（災害安全）の普及啓発

○

A491
合同会社kei-fu (ケイフー)／一般社団法人滋
賀人ににににににににににににににににににににににににににににに

プロジェクトマネージャー／理事 中山　郁英 滋賀県長浜市 デザインアプローチで地域課題を解決 - 想いを一歩前に進めるお手伝い

A281 地域観光プロデュースセンター 代表 吉見　精二 滋賀県大津市 ニューツーリズム×着地型観光を通じて、地域を元気にするお手い

A547 一般社団法人　京都会所 代表理事
Everett 

Kennedy Brown
京都府京都市 伝統文化の掘り起こしと海外への情報発信を通じたまちづくり

A492 移動する竹村商店 代表 竹村　知紘 京都府京都市 クラウドファンディングの伴走支援
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A127 株式会社 庵プロデュース 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

A128 半農半Ｘ研究所 代表 塩見　直紀 京都府綾部市
半農半Ｘライフスタイルの提唱、住民のエックス（天職、ライフワーク、生きが
い、大好きなことなど）活かしたまちづくり、人生探求をテーマとしたツーリズム

A129 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！

A468 特定非営利活動法人 テダス 理事長 高橋　博樹 京都府南丹市 何かを始めたいときに、すぐに取り組めるまちを「元気なまち」と言います

A314 福知山公立大学 理事・副学長 富野　暉一郎 京都府福知山市
持続可能な地域社会を実現するために、大学という新たな知的・人的資源
と地域の高度な連携

A470
株式会社　ジャパンインターナショナル総合研究
所　都市計画事業部

主任研究員 中村 洋司 京都府京都市 「参加」から「参画」、「一過性」から「継続性」を重視したワークショップの実践

A276
（１）公益財団法人京都地域創造基金
（２）龍谷大学政策学部

（１）理事長
（２）准教授

深尾　昌峰 京都府宇治市 地域社会の資金循環の仕組みづくりとエンパワーメント

A546 株式会社ニューソンアンドカンパニー 代表取締役 細川　哲星 京都府向日市
ローカルガイドマッチングサービス「TABICA（現、aini）」を創業！着地型観光
プログラムのICT化を実施

A354 前田展広事務所 代表 前田　展広 京都府京都市
持続可能な社会を目指した、地域企業や市民とのプロジェクト開発・伴走
支援

A513 株式会社　地域計画建築研究所（アルパック）
取締役　部長(サスティナビリティ 
マネジメント)　兼名古屋事務所
長

畑中　直樹 大阪府大阪市 中心の無い・誰一人取り残さない・全員参加の持続可能な地域づくり

A521
株式会社 日本総合研究所 リサーチ・コンサル
ティング部門

シニアマネジャー 青山 光彦 大阪府大阪市 分散型エネルギーインフラプロジェクト、地域エネルギー事業

A132 大阪樟蔭女子大学教授 教授 大島　康孝 大阪府東大阪市 地域資源「オリーブ」を活用した「農」「商」「観光」の地域活性化

A384 四條畷学園大学・リハビリテーション学部 教授 嘉田　良平 大阪府大東市 京都府綾部市「水源の里づくり」のアドバイスと実践

A130 有限会社　万来社
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 地域の食のブランド化とワークショップによるプロモーション事業

A570 気象防災アドバイザー 楠木　英典 大阪府貝塚市
激甚化・頻発化する自然災害から
全ての人の命を守る安心防災のまちづくり

A421 特定非営利活動法人トイボックス 代表理事 栗田　拓 大阪府大阪市 人口減少に直面する自治体をハードとソフトの両面で支援する

A339 株式会社　暮人 代表取締役 杉本　淳 大阪府高槻市 和牛の１つである日本短角和種「かづの牛」の新しい流通の仕組みづくり

A195 株式会社studio-L ディレクター 醍醐　孝典 大阪府大阪市 コミュニティデザインによる地域課題解決

A136 近畿大学　経営学部 教授 高橋　一夫 大阪府東大阪市
DMOの組織運営とマーケティング－DMOの事業計画及びデスティネーション・
マーケティング計画と実施

A574 バリューマネジメント株式会社 代表取締役 他力野　淳 大阪府大阪市 歴史的資源を活用した持続可能な観光まちづくり

A131 株式会社まちんぐ 代表取締役 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

A256 株式会社　古川ちいきの総合研究所 代表取締役 古川　大輔 大阪府大阪市 地域資源・林業・木材を活用した「地域再生（まちづくり）」のトータルサポート

A327
（１）株式会社ハーズ実験デザイン研究所
（２）京都造形芸術大学プロダクトデザイン学科
（３）SDI（ソーシャルデザインインスティテュート）

（１）代表取締役
（２）教授
（３）所長

村田　智明 大阪府豊中市 地域創生のための地域資産を生かした商品開発、ブランディング

A292 studio-L 代表 山崎　亮 大阪府吹田市 コミュニティデザインによる地域の課題解決

A576 株式会社ふるさと創生研究開発機構 代表取締役社長 柚木　健 大阪府豊能郡能勢町
地域資源を活用した住民が主役の実践型地域づくり
の伴走と支援

A614 株式会社ランブリッジ 代表取締役 余吾　由太 大阪府大阪市 スポーツを通じたまちづくり・地域活性化支援 ○

A203
関西国際大学　経営学部経営学科国際ツーリ
ズム専攻

教授 李　容淑 兵庫県尼崎市
観光と日本酒(地域資源)のマーケテイングをに生かして外国人観光客誘致の
新ビジ ネスにに創造

A212 ａｉ株式会社 代表取締役 井上　あい子 兵庫県神戸市 ＩＣＴを利活用した地域力の向上-地域の魅力を共有し発信しよう-

A478
株式会社シカケ／一般社団法人 全国道の駅
支援機構

代表取締役／理事 金山宏樹 兵庫県南あわじ市 わざわざ行きたくなる、買いたくなる仕掛けを「道の駅」に

A355 関西大学佐治スタジオ/佐治倶楽部 研究員/事務局 出町　慎 兵庫県丹波市
■「関わり続けるという定住のカタチ」「21世紀の故郷づくり」の提唱と実践
■空き家リノベーションを通じた地域の再生‐空き家は課題ではなく「地域の
資源」
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A411 ふるさと未来塾 主宰 戸田　善規 兵庫県多可町 いなかのステキ学　～輝く自治体を次代につなぐ～

A374 神戸国際大学 経済学部教授 中村　智彦 兵庫県神戸市 地場産品を活用したシティプロモーションと産品のブランディング

A137
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

A476 西村　淳一 兵庫県赤穂市 クラウドファンディングを活用した地域活性化

A300 有限会社ウッズ 代表取締役社長 能口　秀一 兵庫県丹波市 森林資源を活用したまちづくり

A469 兵庫県地域おこし協力隊ネットワーク 副代表 萩原　幸亮 兵庫県神河町 地域人材支援（確保・育成・組織設立）

A301 株式会社インサイトラボ 代表取締役 藤原　明文 兵庫県姫路市
地域に眠るホンモノの資源（ヒト・モノ・コト）を「みつけ」、「はぐくみ」、「とど
け」、「わかちあう」取り組みからまちへの共感・応援人口づくりの総合支援

A278 NPO法人　他力本願研究所 所長 前川　進介 兵庫県丹波市
自己肯定感・論理的思考力を育み、主体的な活躍人口を増やす地域教
育・キャリア教育推進

A325 特定非営利活動法人　J-heritage 総理事 前畑　洋平 兵庫県神戸市 産業遺産や地域遺産を活用した地域振興

A315 学校法人　頌栄保育学院 院長・学長 棟方　信彦 兵庫県神戸市 地場産品の商品化からブランド化まで（地域ブランド戦略）

A138 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 地域人材のネットワーク形成支援とポジティブな若者の育成

A601 特定非営利活動法人里地里山問題研究所 代表理事 鈴木　克哉 兵庫県丹波篠山市
課題こそが地域を変えるチャンス！　多様な関係人口とともに地域を活性化
させる新しい獣がい対策を推進

○

A605 カモミールポット 代表 達家　善継 兵庫県三田市 雲南ウッドプロジェクト「雲の輪」 ○

A626 株式会社エムズブランディング 代表取締役 鵜殿　麻里絵 兵庫県神戸市 地域の魅力を引き出し誇れる特産品を創り出す ○

A627 株式会社Bonton 代表取締役 福田　充男 兵庫県伊丹市
地域資源を活用した地域経済循環の確立・
まちなか再生・人材育成

○

A635 株式会社三隆国際気象
代表取締役（気象防災アドバイ
ザー）

三橋　功治 兵庫県西宮市 気象情報や防災情報を理解し、自ら考え災害から逃れよう！ ○

A636 気象防災アドバイザー 安福　英俊 兵庫県神戸市 地域における気象防災力の向上 ○

A509 一般社団法人 奈良地域デザイン研究所 理事長 村内　俊雄 奈良県奈良市 地域の課題を解決する人材の育成・・・

A412 特定非営利活動法人　　パパちから応援隊 理事長 赤松　邦子 奈良県大和郡山市 親が親となるための子育て支援の在り方

A543 　 　 福野　博昭 奈良県奈良市
「まちをおもしろくする」
～地域の活性化、地域のブランディング～

A602 一般社団法人 なら文化交流機構 理事・事務局長 武智　功 奈良県奈良市 歴史・文化を活かした地域の活性化 ○

A493
株式会社宿坊クリエイティブ（和歌山市指定都
市再生推進法人）

代表取締役 武内　淳 和歌山県和歌山市
和歌山市中心市街地の遊休不動産を活用し和歌山の地酒のBARへリノ
ベーション

A431
Nagomi Share Fund（売上連動支払型投資事
業組合）／地方創生会議

代表 小幡　和輝 和歌山県湯浅町 地方創生会議を毎年高野山で開催。

A139
一般社団法人　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

A140 農業法人　株式会社　秋津野 代表取締役会長 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）

A603 中央復建コンサルタンツ株式会社 職員 﨑山　賢人 和歌山県和歌山市 ICT機器を活用した地域活性化・持続可能なまちづくり ○

A142 まちづくり工房「隆」 代表 安藤隆一 鳥取県鳥取市 地域資源の活用と「学び」による地域活性化の推進

A367 大山王国 コーディネーター 石村　隆男 鳥取県米子市 市町村や県境の越えた官民のネットワーク化による地域活性化

A356 一般社団法人すなばスポーツ 代表理事 岸本　雄司 鳥取県鳥取市 すなばスポーツプロジェクト

A143 鳥取大学　地域学部 特命教授 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」
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A251
合同会社コミュニティデザイニング工房　・　紅茶
の会

代表 藤原　一輝 鳥取県鳥取市
①中山間地域を担う人材養成塾「とっとりふるさと元気塾」「とっとりふるさと
リーダーアカデミー」の企画運営
②全国の地紅茶をテーマにした地域づくりの企画・プロデュース

A604 智頭町複業協同組合 専務理事　事務局長 星野 大輔 鳥取県八頭郡智頭町
組合制度活用による地域事業の継続支援と、事業創出のための副業人材
活用

○

A630
気象防災アドバイザー（元・気象
庁 高松地方気象台 広域防災
管理官）

近藤　豊 鳥取県米子市 「今、あなたにある気象や地震災害」についてわかり易くお話しします ○

A426 株式会社　風と土と 代表取締役 阿部　裕志 島根県海士町 海士町を舞台に地域活性化と人材育成への取組み

A561 海士町複業協同組合 事務局長 太田　章彦 島根県隠岐郡海士町 特定地域づくり事業を活用した地域づくり

A144 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 地域の担い手人材の発掘・育成を行う「地域づくり入門塾」

A145 安来市観光協会 事務局長 門脇 修二 島根県安来市 地域に埋もれた資源に光を当てて新たな観光地づくりに

A414
①つちのと舎、②総務省地域おこし協力隊サ
ポートデスク、③しまね協力隊ネットワーク

①代表、②上級専門相談員、
③代表

三瓶裕美 島根県雲南市 ほぐしてつながる　体づくりと地域づくりと地域おこし協力隊

A423 ローカルジャーナリスト 田中　輝美 島根県松江市 地域から発信する「ローカルジャーナリスト」の実践と育成

A575 株式会社Local Governance 代表取締役 寺本　英仁 島根県邑智郡邑南町
日本の田舎を元気に！
地域資源を活用したまちづくり

A428
一般社団法人　持続可能な地域社会総合研
究所

所長 藤山　浩 島根県益田市
田園回帰に向けた地域人口分析、経済循環分析、「小さな拠点」等の地
域づくり支援

A387
NPO法人おっちラボ／Community Nurse 
Company株式会社

代表理事（NPO法人おっちラボ）
／代表取締役（Community 
Nurse Company株式会社）

矢田　明子 島根県雲南市
地域の未来を創る人材、健康的なまちづくりを行う人材（コミュニティナース）
の育成

A624
一般財団法人 地域・教育魅力化プラットフォー
ム

代表理事 岩本　悠 島根県松江市 高校魅力化プロジェクト ○

A415 特定非営利活動法人 まちづくり推進機構岡山 代表理事 德田　恭子 岡山県岡山市 快適で安心安全なまちづくりの実現。（UD、防災、地域活性化）

A147 かのさと体験観光協会 事務局長 仲田　芳人 岡山県新見市 「自治自立のまちづくり～塾、かのさと、ダムカレー～」

A148 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

A388 ローカルエンタープライズ 代表 藤井　裕也 岡山県美作市 条件不利地における地域内外の人材の育成及び活用と地域振興

A357 株式会社和田デザイン事務所 代表取締役 和田　優輝 岡山県津山市 地域に根差した、地域力創造のための「ビジョンづくり」「場づくり」の支援

A149
(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
中国・地域づくり交流会活動
ひろしまNPOセンター 活動
NPO法人ひろしまね「もう一つの役場」の提案

A146 株式会社地域事業再生パートナーズ 代表取締役 今若　明 広島県廿日市市 ①地域運営組織、③マイクロツーリズム、③地域ビジネス人材

A544 一般社団法人 地域ブランドプロデューサー協会 代表理事 川本真督 広島県廿日市市 地域資源を活用し、持続可能なビジネスを生み出す リーダーの発掘・育成

A389 ためま株式会社 代表取締役 清水　義弘 広島県広島市
ゆるくつながる地域で担い手づくりを。地域活動の電子掲示板「ためまっぷ」プ
ロジェクト

A329 特定非営利活動法人　ひろしまジン大学 代表理事 平尾　順平 広島県広島市 地域を舞台とした生涯学習とまちづくり活動の展開　ひろしまジン大学

A606 SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd 代表取締役代表 谷尻　誠 広島県広島市 地方創生、観光、地域のブランディングを得意としています。 ○

A607 おお企画室 代表 又吉　重太 広島県広島市 まちに関わる企画やデザイン ○

A358
周防大島町定住促進協議会／いずたにFP事
務所

ふるさとライフプロデューサー 泉谷　勝敏 山口県周防大島町 画一的にならない、実務に基づいた「ないないづくしの定住促進戦略」

A151 下関フィルム・コミッション 副会長兼常任委員長 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

A152
道の駅／萩しーまーと（ふるさと萩食品協同組
合）

専務理事 中澤　さかな 山口県萩市 道の駅・直売所の整備および地域食資源を活用した特産開発

A559 株式会社あわえ 代表取締役 吉田　基晴 徳島県海部郡美波町
全国で応用可能な地域づくりの処方箋～サテライトオフィス誘致を核にした
関係人口・産業創出～

A099 徳島大学 准教授 田口　太郎 徳島県徳島市
地域住民の自律性を高める地域づくり　過疎高齢化対策から復興まちづくり
まで
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A092 ＮＰＯ法人ゼロ・ウェイストアカデミー 理事 松岡　夏子 徳島県上勝町 地域発ゼロ・ウェイスト推進活動

A609 株式会社MIMAチャレンジ 代表取締役 片岡　久議 徳島県美馬市 「うだつの町並み」の古民家を活用して新しい人を呼び込む ○

A471 (有)さぬき原田屋（食料品中卸し事業者） 代表取締役社長 原田　次郎 香川県丸亀市 大消費地に頼らない地方間連携　脱・東京スタンダード

A158 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
地域活性化、中心市街地活性化、商店街再生計画、地域包括ケアシス
テムなどをテーマにした講演

A425 株式会社四国食べる通信 代表取締役／博士（農学） 眞鍋　邦大 香川県高松市 四国，小豆島における食を通じた地域活性の取り組み

A210 特定非営利活動法人アーキペラゴ 代表理事 三井　文博 香川県高松市 子どもたちの個性を育む　芸術士派遣事業

A385
サンフィールドマネジメントサポート　（合同会社ハ
ピネス）

代表 三野　昌二 香川県高松市 「よそ者」視点で、地域資源を掘り起す

A497 Shikokuブランド株式会社
ディレクター【新商品企画開発・
観光PR（映像・冊子など）】

香西　志帆 香川県高松市 特産品づくりから観光PR支援まで、地域のプロデューサー

A498 株式会社武田林業 代表取締役 武田 惇奨 愛媛県内子町 人と林業との接点をつくる梺業と木育×STEAM教育

A164
愛媛大学社会連携推進機構・地域協働セン
ター南予

教授・副センター長 坂本　世津夫 愛媛県松山市 愛媛県南予地域における地方創生の取り組み

A335 ウロボロス・アドベンチャーワークス 代表 忠政　啓文 愛媛県久万高原町 ウォーキングやランニングを活用した過疎地域活性化

A160
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

A610 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 研究員/四国支社長 玉井　雄一朗 愛媛県松山市
テクノロジーを活用した技術伝承の促進と地域資源の再構築による活力の
創造

○

A611
愛媛ダイビングセンター／一般社団法人地方創
生機構（代表理事）

代表 中岡　惠司 愛媛県八幡浜市 気候変動適応対策×観光＋ESD＝共創にて地域の未来を創造 ○

A625
（一社）えひめ暮らしﾈｯﾄﾜｰｸ
総務省地域おこし協力隊ｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸ

副代表
専門相談員

鍋島　悠弥 愛媛県今治市 現場から創造する地域力 ○

A505 株式会社　SHIMANTO TOWN STORY 代表取締役 高瀬　直史 高知県四万十町 人との出会いで地域が変わる〜人材を活用したプロモーションとは〜

A162 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

A239 高知大学医学部家庭医療学講座 教授 阿波谷　敏英 高知県南国市 講演会・研修会実施（地域医療再生、地域包括ケアシステム推進）

A365 有限会社はたやま夢楽 代表取締役社長 小松　圭子 高知県安芸市 地場産品を創出し、限界集落で企業経営を行う

A165 株式会社わらびの 代表取締役 畠中　智子 高知県高知市 会議の「見える化」で参加型の取り組みをすすめるファシリテーター

A612 バンナ・デザイン 代表 堀見　和道 高知県高岡郡佐川町
地域おこし協力隊を活用した持続可能なまちづくり～町長・社長の経験を
通した実践マネジメント～

○

A133 株式会社　プリズム 代表取締役 岸本 晃 福岡県東峰村 NHK大河ドラマ追走番組全国プロジェクト

A499 一般社団法人福岡県中央古民家再生協会 代表理事 川口　智廣 福岡県福岡市
古民家を活用した、持続可能な文化・環境・歴史・経営における新しいまち
づくりの提案

A244 有限会社フィールドワーク 取締役社長 碇　孝洋 福岡県福岡市 「特産品開発」「道の駅・直売所のプロデュース及び再生」

A166 イデアパートナーズ（株） 代表取締役 井手　修身 福岡県福岡市 住民自らが創り出すまちづくり：７つの間違いと７つの肝

A167 株式会社まちづくり計画研究所 代用取締役 今泉　重敏 福岡県福岡市 一戸一美運動、ながら防犯等、豊かな発想による、目からウロコのまちづくり

A174 株式会社フラウ 代表取締役 濱砂圭子 福岡県福岡市
中学生による中学生のための「職業ガイドブック」づくりプロジェクト事業（経済
産業省・平成１７年～１９年）

A417
特定非営利活動法人 KID's work　/ 九州ユー
スワークカレッジ

代表理事　/　校長 大久保　大助 福岡県北九州市 体験活動を通した次世代支援

A168 特定非営利活動法人シンクタンク九州 監事 甲斐　寛人 福岡県福岡市 商店街活性化から中心市街地活性化へ

A316 (株)バリュー・クリエーション・サービス 代表取締役 佐藤　真一 福岡県福岡市 瀬戸内しま博覧会「瀬戸内しまのわ2014」/総合プロデューサーを担当
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A172 有限会社オフィスフィールドノート 代表取締役 砂田 光紀 福岡県福岡市 デザインを活かした子どもたちのための空間や公共空間の総合計画

A360 一般社団法人地域力創造デザインセンター 代表理事 高尾　忠志 福岡県福岡市
地域の価値を高める景観まちづくり　〜地域を知り、地域を表現する官民学
協働プロジェクトのコーディネート〜

A328
（１）一般社団法人　トクノスクール・農村研究
所
（２）熊本大学

（１）理事長
（２）名誉教授

徳野　貞雄 福岡県遠賀郡 T型集落点検を用いた地域づくり

A173 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支援活動

A390 合同会社ＩアンドＳ 代表社員 長谷川　理恵 福岡県福岡市 キャリアコンサルティングによる企業の人材育成・若者の雇用促進

A340
TAO 代表
総務省 地域資源・事業化支援アドバイザー
共同通信社「47News」コラムニスト

林田　暢明 福岡県福岡市 市民との協働～若者のまちづくりへの参画と教育分野の効用～

A175 一般社団法人九州のﾑﾗ 代表理事 養父　信夫 福岡県宗像市 農村漁村（ﾑﾗ）と都市部をつなぎ、観光地域づくりを推進

A608 九州産業大学地域共創学部地域づくり学科 講師 行平　真也 福岡県福岡市 海を活かしたまちづくり（水産振興と海上交通） ○

A472 株式会社バーズ・プランニング 代表取締役 松尾　聡子 佐賀県唐津市 地域まるごとデザイン

A176 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

A180 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

A170
株式会社地域振興研究所／(一社）日本イベ
ント協会／道の駅そよ風パーク

代表取締役／副理事長・九州
本部長／支配人代行

須川一幸 熊本県山都町 道の駅そよ風パーク再建

A449 株式会社ちかけんプロダクツ 取締役 池田　親生 熊本県南関町 まつり型まちづくりの実践

A392 合同会社　フットパス研究所 代表 井澤　るり子 熊本県美里町 フットパスなど「歩き」を活かした地域活性化の取組み

A229 一般社団法人　地域観光研究所 代表理事 坂元　英俊 熊本県熊本市 滞在交流型の観光と地域づくり及びツーリズム

A182 水俣市久木野地域振興会
水俣市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

A204
一般社団法人 九州テレコム振興センター
（KIAI）

専務理事 広岡　淳二 熊本県熊本市 地域社会における基礎的データ分析力の向上

A183 (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

A419
合同会社松下生活研究所/一級建築士事務
所活性建築研究所

代表社員 松下　修 熊本県熊本市 代表的取組：宮崎県諸塚村のコンサルティング、事業構想から推進まで

A550 未来創造株式会社 代表取締役 松永　浩司 熊本県熊本市 個人版・企業版のふるさと納税を活用した地域活性化

A473
一般社団法人障がい者起業･就労支援協会　
理事

コミュ二ケーションプログラムデザイ
ン研究所（CPDFI）　代表

三角　幸三 熊本県熊本市 子育てのしやすい街づくり・地域と学校との連携協働。地域の街づくり絆づくり

A185 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

A615
合同会社フットパス研究所／美里フットパス協
会

副代表／副会長 濱田　孝正 熊本県下益城郡美里町 歩くことを文化に　フットパスによるまちづくり ○

A551 合同会社地域紡企画 古川　寛 大分県大分市 大分県地域おこし協力隊支援事業における訪問支援体制の確立

A393 大分大学経済学部門 准教授 大井　尚司 大分県大分市 地域公共交通活性化と観光振興の支援

A186
一般社団法人オンパク　　　　NPO法人ハット
ウ・オンパク

代表理事（オンパク）　  理事
（ハットウ・オンパク）

鶴田浩一郎 大分県別府市 オンパクという地域資源を活かした地域づくり手法の普及

A236 Yamaide Art Office 株式会社 代表取締役 山出　淳也 大分県別府市 創造力を資源に地域社会の可能性を最大化する

A616 合同会社F CEO 川野　幹雄 大分県佐伯市 地域おこし協力隊及び地域づくりの総合サポート ○

A552
宮崎大学 地域資源創成学部 大学院地域資
源創成学研究科

教授 熊野　稔 宮崎県宮崎市
地域資源を活用したまち中、温泉街・観光地の活性化、「道の駅」[廃校活
用」等のまちづくり支援

A230 特定非営利活動法人五ヶ瀬自然学校 理事長 杉田　英治 宮崎県五ヶ瀬町 社会教育の実践による子どもの健全育成と地域活性化支援
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A617 一般社団法人ツノスポーツコミッション 代表理事 石原　英明 宮崎県児湯郡都農町
スポーツを活用したまちづくり
若者の移住促進・人材育成と地域課題の解決

○

A618 株式会社Hinata 代表取締役 安達　雄樹 宮崎県宮崎市 地域ぐるみで取り組む“儲かる農林水産業”の実践と展開 ○

A363 特定非営利活動法人頴娃おこそ会 観光プロジェクトリーダー 加藤　潤 鹿児島県南九州市 NPOを通じた官民連携型まちづくり…観光過疎地から観光地への歩み

A553 CCCチャリン・コ・クリエイション株式会社 代表取締役社長 黒川　剛 鹿児島県鹿屋市 自転車で楽しい“まち”をコ・クリエイション

A189 柳谷町内会（やねだん） 会長 豊重　哲郎 鹿児島県鹿屋市
・行政に頼らず住民自治で地域再生　　・だから今すばらしい世界に（What 
a wonderful world）

A222
特定非営利活動法人まちづくり地域フォーラム・
かごしま探検の会

代表理事 東川　隆太郎 鹿児島県鹿児島市 地域の人々が主体になった地域づくりと観光まちづくり

A619

合同会社美山商店 代表社員
地域おこし協力隊サポーターズ鹿児島　代表理
事
総務省地域おこし協力隊サポートデスク

専門相談員 吉村　佑太 鹿児島県日置市
地域と自治体職員の伴走支援
-"誰かにやって貰えばいい"からの脱却-

○

A633
気象防災アドバイザー（元・気象
庁 熊本地方気象台 台長）

用貝　敏郎 鹿児島県鹿児島市
気象庁 元「予報官」による
気象およびその災害に関する参加型講座

○

A474 合同会社ミリオンズ 代表社員 親川　政明 沖縄県浦添市 地域の中小企業における自律型人材育成による業績アップ

A181
特定非営利活動法人　やんばる・地域活性サ
ポートセンター

事務局長/理事 小林　和彦 沖縄県国頭村 ヤンバルクイナの郷づくり

A572 元・気象庁石垣島地方気象台 次長 島尻　勝 沖縄県那覇市
気象・防災をラジオ番組や出前講座で解説することで　　防災・減災への取
り組みをすすめる

A227 一般社団法人頑張る地域支援し隊 代表理事 鈴木　邦治 沖縄県名護市 地域性を考慮した産業創出と人材育成

A369 PINE MUSIC FACTORY 松本　壮 沖縄県那覇市 観光産業の振興・地域特産品開発による地域振興への取り組み

A270 公益社団法人　沖縄県地域振興協会 プログラムオフィサー 山城　定雄 沖縄県国頭郡東村 交流型農村をめざした、地域資源の付加価値を高める地域づくり

A537 特定非営利活動法人　自然体験学校 理事長 若林　伸一 沖縄県島尻郡八重瀬町 地域住民が主体となった課題解決型「観光まちづくり」

A375 藤田　浩志 郡山ブランド野菜事業

A065 (株)エンパブリック、亜細亜大学都市創造学部 コーディネーター、非常勤講師 高橋　明子 新しい生活様式下での徒歩圏内の近所の豊かさの再発見と発信

A102 大湯　章吉 地域が輝く仕掛け作りに一役買います

A107 福井オリーブ研究会 会長 小島　慶藏
大自然と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

A540 MIJBC(Made in Japan by China)センター 理事長 西原　茂樹 トップマネジメントで対話による協働のまちづくり

A224 島前ふるさと魅力化財団（海士町役場） 豊田　庄吾 地域と学校が連携した教育魅力化プロジェクト

A153 下関観光キャンペーン実行委員会 戦略部会長 和田　健資 民官学政の協働における市民力・組織力・地域力の成果

A177 長崎大学 名誉教授 中田　英昭 洋上風力発電が海洋の環境や生物に及ぼす影響に関する助言・啓発

A501 NPO山都のやまんまの会/棚田復興プロジェクト
理事長
/代表
/山都町地方創生アドバイザー

下田　美鈴 かけがえのない、自然、子ども、みらい、食、農を考える。

A504
一般社団法人日本トンネル専門工事業協会/
株式会社朝日カルチャーセンター

アドバイザー/講師 花田　欣也
トンネルツアー等による地域の産業遺産の魅力発信・地域観光活性化の支
援

A510 小池　昌孝
首都圏高質店舗に向けた黒豆等加工品の販路開拓及び商品企画開発に
係る支援

A442 大分大学経済学部 准教授 山浦　陽一

A433
株式会社ハピキラFACTORY ・慶應義塾大学
大学院

代表取締役・特任助教 正能　茉優 地域の商材のパッケージデザイン・コンセプト開発、販路の開拓など
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B031 豊富町 商工観光課 主幹兼鉱山保安係長 菊地　昌宏 北海道豊富町 温泉付随ガスの有効活用

B021 大館市　教育委員会
大館市立真中公民館長（元釈
迦内小学校長）

五十嵐　經 秋田県大館市
「学校と地域の連携したキャリア教育・すべては未来を担う子どもたちのため
に！」「秋田県三湖伝説と平安の十和田大噴火の関係の研究を通した地
域活性化」

B025 米沢市役所　企画調整部　地域振興課 副主幹 相田　隆行 山形県米沢市
学生との連携から生まれた地域づくり～地域に飛び出す学生とのネットワーク
～

B038 東海村総合戦略部地域戦略課 係長 佐藤　洋輔 茨城県那珂郡東海村 DXとBPR（業務改革）による自治体改革 ○

B027 習志野市役所　政策経営部 まちづくり広報監 月村　尚也 千葉県習志野市 シティセールス、シティプロモーションの推進

B037 葛飾区地域振興部危機管理課災害対策係
防災専門職員（気象防災アドバ
イザー）

矢野　良明 東京都葛飾区
地域の防災力向上への支援を
自分の使命として取り組んでいます

○

B001 厚木市役所 セーフコミュニティ総合指導員 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

B028 小田原市 環境部 エネルギー政策推進課 主査 倉科　昭宏 神奈川県小田原市 分散型エネルギーシステムの構築に向けた取組

B029 敦賀市 企画政策部 ふるさと創生課 課長補佐 橋本　善仁 福井県敦賀市 カーボンニュートラルのローカルエネルギーサプライチェーンの構築

B030 敦賀市 企画政策部 ふるさと創生課 係長 前田　修吾 福井県敦賀市 カーボンニュートラルのローカルエネルギーサプライチェーンの構築

B003 山梨市　都市計画課 まちづくり企画監 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

B023 山梨県　山梨市役所（山梨市教育委員会） 学校教育課長 磯村　賢一 山梨県山梨市 地域の資源に新たな価値を創造する挑戦

B004
御嵩町役場　生涯学習課　文化振興係（中山
道みたけ館）

係長 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～

B009 兵庫県西宮市
西宮市情報センター長
被災者支援システム全国サポー
トセンター長

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

B033 神戸市環境局環境創造課 課長 秋田　大介 兵庫県神戸市 市民の巻き込みや産官学民連携による社会課題解決コーディネート

B032 有田川町 環境衛生課 班長 平松 紀幸 和歌山県有田川町 環境と経済を両立したエコなまちづくり（有田川町エコプロジェクト）

B013 江津市　政策企画課　地域振興室 室長 中川　哉 島根県江津市
　『攻め（ビジネス創出）』と『守り（空き家活用）』が融合する江津市の定住
対策

B024 雲南市　政策企画部地域振興課 課長 板持　周治 島根県雲南市 小規模多機能自治による住民主体のまちづくり

B036 岡山県西粟倉村　地方創生推進室 地方創生特任参事 上山　隆浩 岡山県英田郡西粟倉村
地域資本の価値最大化という自治体ビジネスモデルに挑戦しよう。プロデュー
サー公務員が今、必要だ！

○

B026 北広島町教育委員会　生涯学習課 主任学芸員 白川　勝信 広島県北広島町 自然資源の利用を通じた地域経済の活性化と環境保全の推進

B034 宇部市　商工水産部　成長産業創出課 主幹 弘中　秀治 山口県宇部市 地域の特徴に応じた防災対策・防災力向上の支援

B014 北島町立図書館・創世ホール サポータズクラブ 小西　昌幸 徳島県北島町 創世ホールの主な自主事業

B035 大洲市観光まちづくり課 専門員 村中　元 愛媛県大洲市 官民連携による観光まちづくりとＤＭＯ経営

B016 豊後高田市　総務課 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」

B017 諸塚村　企画課長　兼地方創生担当課長 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～

B018 与那原町役場 政策調整監 前城　充 沖縄県与那原町 住民参画による総合計画の策定と、その後のまちづくり

２．先進自治体の職員（26名）
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C005 小浜市食のまちづくり課
課長および政策専門員（食育）
御食国若狭おばま食文化館　館
長

福井県小浜市

C012 福岡県大木町環境課 環境課長 福岡県大木町 持続可能な循環のまちづくり

取り組んできた内容や、活動のコンセプト

食のまちづくりと生涯食育の推進

３．先進自治体の組織（2組織）
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