
令和３年度 関係人口創出・拡大のための中間支援組織の提案型モデル事業（１） 実施予定地域

おびひろし

帯広市⑥

まるもりまち

丸森町②⑧

たかはたまち

高畠町⑧

かみとんだちょう

上富田町⑧

はぎし

萩市⑧

ひだかむら

日高村⑧

おきなわし

沖縄市⑧

いしのまきし

石巻市⑩
えたじまし

江田島市⑪

みうらし

三浦市⑪

まえばしし

前橋市②

たかすちょう

鷹栖町④

しずくいしちょう

雫石町④

つるし

都留市④

みなみいずちょう

南伊豆町④

うちこちょう

内子町⑭

やくもちょう

八雲町⑨

いまべつまち

今別町⑨
たっこまち

田子町⑨

ながおかし

長岡市③⑫
じょうえつし

上越市③
みなみうおぬまし

南魚沼市④
せきかわむら

関川村③

ちょうしし たてやまし みなみぼうそうし おおたきまち

銚子市⑧、館山市⑫、南房総市⑫、大多喜町②ひとよしし やまがし

人吉市⑧、山鹿市⑬、
かみあまくさし あまくさし

上天草市⑬、天草市⑬、
みなみおぐにまち やまとちょう

南小国町⑭、山都町⑬、
あしきたまち たらぎまち

芦北町⑬、多良木町⑦、
みずかみむら

水上村②

させぼし ごとうし

佐世保市⑤、五島市⑤
おぢかちょう

小値賀町⑤、
しんかみごとうちょう

新上五島町⑤

はまだし

浜田市①
ごうつし

江津市①
うんなんし

雲南市⑩

ことうらちょう

琴浦町⑧
なんぶちょう

南部町④

みなみきゅうしゅうし

南九州市⑨
ながしまちょう

長島町⑦
きもつきちょう

肝付町⑧

採択団体

そうごうせいさくけんきゅうしょ

①㈱シーズ総合政策研究所
じぞくかのう かんきょうきょうせいりんぎょう

②(NPO)持続可能な環境共生林業
じつげん じばつがたりんぎょうすいしんきょうかい

を実現する自伐型林業推進協会

ちゅうえつぼうさいあんぜんすいしんきこう

③(公社)中越防災安全推進機構
ちいき けんきゅうしょ

④(一社) つながる地域づくり研究所

⑤ディップ㈱
とかち

⑥十勝シティデザイン㈱

ねつい ちほうそうせい

⑦(一社)熱意ある地方創生ベン
れんごう

チャー連合

ねっちゅうがくえん

⑧(一社)熱中学園

採択団体

⑨(NPO)プラットフォームあおもり
まきぐみ

⑩(合同)巻組

じぇいてぃーびー

⑪㈱ＪＴＢ
えぬてぃてぃ けいえいけんきゅうじょ

⑫㈱NTTデータ経営研究所

ゆうびと じゃぱん

⑬U-Bito JAPAN ㈱
ゔぃるど

⑭VUILD株式会社

めむろちょう

芽室町⑧

たかおかし

高岡市⑧
うおづし

魚津市①

きょうとし

京都市⑫
よさのちょう

与謝野町⑨

こばやしし

小林市⑧
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令和３年度 関係人口創出・拡大のための中間支援組織の提案型モデル事業（１） 採択団体一覧 （１）

団体名（所在地）／事業名 実施予定地域 事業概要

①

そうごう せいさく けんきゅうしょ

株式会社 シーズ総合政策研究所 （島根県松江市）

「 つながりダイバーシティ 2.0
―自走支援＊横展開支援による多様性を受容するアクティブな関

係人口創出プラットフォーム― 」

富山県魚津市、
島根県浜田市、
同県江津市、

関係人口の受入地域の広がりや地域での参画機会の拡充を目指し、各地の中
間支援組織の自走や広域的な協力連携に資するモデル構築に取り組みます。

特に、関係人口と地域をつなぐ「関係案内人」の確保を図り、オンライン講座・交
流サロンの運営などオンラインイベント等のサポート人材としての育成も図ります。

②

じぞくかのう かんきょうきょうせいりんぎょう じつげん じばつ

NPO法人 持続可能な環境共生林業を実現する自伐
がたりんぎょう すいしんきょうかい

型林業推進協会 （東京都港区）

「持続的な森林経営と地域産業の兼業化による生業（なり

わい）の創出」

宮城県丸森町、群馬県
前橋市、千葉県鴨川市、
同県大多喜町、熊本県
水上村ほか、大分県日
田市

災害に対する意識が高まっている中山間地域を舞台に活動します。
その際、森林資源を活かし、長伐期で間伐を多く行う施業を行いつつ、複数の仕

事をかけ合わせた「半林半X」の生業を成り立たせるサポート組織（地域推進組織）
を各地に構築します。同組織は、都市部の環境保全や災害発生に興味・関心を持
つ者を掘り起こし、森林に関わる関係人口の創出を図ります。

③

ちゅうえつ ぼうさい あんぜん すいしんきこう

公益社団法人 中越防災安全推進機構 （新潟県長岡市）

「 地域に根差した住民主体の関係人口創出のスキーム構築

～地域・行政・中間支援組織の三位一体の推進体制づくり～ 」

新潟県長岡市、
同県上越市、
同県関川村ほか

小さなお手伝いをしてくれる県内学生や若者を地域とつなぐマッチングや、関係
人口受入プログラムの実践などにより、受け入れ地域の中で小さな成功体験を共
有し、主体的な取組につなげていきます。

その際、オンラインセミナーや研修会、対面ワークショップ等を織り交ぜた枠組み
で受入地域の掘り起こしを図り、地域の多様な担い手づくりを図るとともに、地域・
行政・中間支援組織の三位一体の推進体制を整備します。

④

ちいき けんきゅうしょ

一般社団法人 つながる地域づくり研究所 (岡山県岡山市）

「地域と企業が組織で関わる仕組み『放課後企業クラブ』を

通じた「複層メッシュ型」関係人口の創出・拡大プロジェクト」

北海道鷹栖町、岩手県雫
石町、新潟県南魚沼市、
山梨県都留市、静岡県南
伊豆町、鳥取県南部町

多数の企業人材と地域の多様なステークホルダーが「組織と組織」でマッチング
される＜企業×地域＞の伴走型中間支援を行うプラットフォーム『まちのキャリア
支援室』を立ち上げます。

この取り組みにより、マッチングモデルの構築、企業・地域間の情報の非対称性
の解消、協働による地域課題解決の意義の啓発等に取り組みます。

⑤
ディップ 株式会社 （東京都港区）

「有期雇用者をターゲットとした国境離島地域における関係人
口創出・拡大事業」

長崎県佐世保市、同県五
島市、同県小値賀町、同
県新上五島町

現在有期雇用の方を対象に、仕事と地域コミュニティーに対する不安感に寄り
添った形で、オンラインイベントによるきっかけづくりから現地とのかかわりに繋げ
ます。特定有人国境離島をフィールドに、地域の仕事体験や実際の労働プログラ
ムを作成、求人広告による就業支援などを通じて、関係人口の創出に取り組みま
す。

※1. 実施地域は提案時における実施予定地域 ※2. 事業概要における名称は全て仮称
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令和３年度 関係人口創出・拡大のための中間支援組織の提案型モデル事業（１） 採択団体一覧 （２）

団体名（所在地）／事業名 実施予定地域 事業概要

⑥

とかち

十勝シティデザイン 株式会社 （北海道帯広市）

「「リゾベーション型地域滞在」に基づく関係人口創出・
拡大を目指す「都市圏起点+コミュニティホテル仮説型」
中間支援モデル構築に係る調査・分析業務」

北海道帯広市及び隣接す
る十勝振興局内の町村

多様な人が流動的に滞在するホテルに着目し、宿泊者と生活者とが交流できる
空間や場を持つコミュニティホテル機能を強化して、関係人口を創出します。

その際、「リゾベーション(リゾート×ワーケーション×イノベーション)型滞在」の普
及に向け、オンライン環境も整備しつつ、都市生活者/企業と十勝・帯広地域との
間で、「ヒト・モノ・情報」が相互に移動し合う継続的な関係性創りを目指します。

⑦

ねつい ちほうそうせい れんごう

一般社団法人 熱意ある地方創生ベンチャー連合 （東京都港区）

「ベンチャー企業と地域との協働事業「ワーケーション
×スキルアップ」プログラムの創出」

熊本県多良木町、
鹿児島県長島町

関係人口が地域を単に体験するのではなく、地域の課題を知り、課題に取り組
むためのスキル（例：狩猟免許）を取得するためのプログラムを設計します。

その際、地域で活躍する地域商社やベンチャー企業などの協力も得つつ、オン
ライン学習等も活用したプログラムを作り、継続した関係を作ります。

⑧

ねっちゅうがくえん

一般社団法人 熱中学園 （東京都墨田区）

「持続可能性の為の広域展開変革プロジェクト」

北海道芽室町ほか十勝地方、
宮城県丸森町、山形県高畠町、
千葉県銚子市、富山県高岡市、
和歌山県上富田町ほか、鳥取
県琴浦町ほか、山口県萩市、
高知県日高村ほか、熊本県人
吉市、宮崎県小林市、鹿児島
県肝付町ほか、沖縄県沖縄市

熱中小学校（主に地域住民を対象とし、社会経験豊富な講師が教える中で新し
いことに挑戦する人材育成のための大人の社会塾）の取組を土台としつつ、都市
側企業の従業員が地域の熱中小学校にオンラインなども活用しながら参加し、セ
カンドキャリアづくりのきっかけとするほか、災害復興地でのワーケーション、地方
でのユニークなデジタルトランスフォーメーションなど様々なプロジェクトに取り組
むことにより、関係人口を創出します。

⑨

NPO法人プラットフォームあおもり （青森県青森市）

「小さなまちで、「つい、かかわり続けたくなる関係人口」
とまちの案内人や地域住民とのつながりを創り出し続
ける、『中間支援組織とコーディネーターを育て継ぐ』挑戦」

北海道八雲町、
青森県今別町、
同県田子町ほか、
京都府与謝野町ほか、
鹿児島県南九州市

５つの小さなまち（実施地域）の中間支援組織が広域連携し、各地の中間支援
組織やコーディネーター相互のスキルアップをめざします。具体的には、オンライ
ンミーティングや現地訪問等を通じて各地が連携・補完しあう交流プログラムを開
発・実施し、関係人口を創出するとともに、他地域へのノウハウの共有を図ります。

⑩

まきぐみ

合同会社 巻組 （宮城県石巻市）

「 ギフト経済循環の見える化による関係人口創出事業 」

宮城県石巻市、
島根県雲南市

生活に困窮している都市部若手クリエイティブ人材を、地域の空き家等の資源を
活用して受け入れ、成長機会を提供します。人口減少や高齢化が深刻化する地
域において、空き家や地域コミュニティなどの地域資源を提供しながら、同時にク
リエイティブ人材の活動を地域に取り入れるなど、地域内外の助け合いにより、人
材育成と関係人口創出を実現します。

※1. 実施地域は提案時における実施予定地域 ※2. 事業概要における名称は全て仮称 5



令和３年度 関係人口創出・拡大のための中間支援組織の提案型モデル事業（１） 採択団体一覧 （３）

団体名（所在地）／事業名 実施予定地域 事業概要

⑪

じぇいてぃーびー

株式会社 JTB （東京都品川区）

「JTB×JA農業労働力支援事業」

神奈川県三浦市、
広島県江田島市

単なる体験ではなく、一方で長期滞在を中心とした就農形式でもない、短期で働
けるライトな仕組みで就農のハードルを下げることにより、学生・企業労働者（副
業）等様々な方に対し、農業を切り口とした関係人口の創出に取り組みます。

また、コロナ禍で仕事が減った地域の観光産業従事者などが副業として農作業
を実施することで、地元農家との接点を創出し、地元産品を活かした新メニューの
開発等を通じて、地域の魅力向上などにつなげることも目指します。

⑫

えぬてぃてぃ けいえいけんきゅうしょ

株式会社 NTTデータ経営研究所 (東京都千代田区）

「「ブロックチェーン技術を活用した地域と人のつながりの
可視化」による関係人口創出・拡大プラットフォーム構
築事業」

千葉県館山市、同県南房総市、
新潟県長岡市、京都府京都市

「地域とつながりたい」という意欲の喚起と、「たくさんの人たちとつながりたい」と
いう地域の思いを目に見えるかたちで結びつけるため、関係人口の可視化により
全国の様々な関係人口関連プロジェクトを応援する、ブロックチェーン技術を活用
した独自コインプラットフォームを構築します。

⑬

ゆうびと じゃぱん

U-Bito JAPAN 株式会社 （熊本県菊池市）

「新たな関係人口をマッチングする事業「くま４（くまよん）」」

熊本県山鹿市、同県上天草市、
同県天草市、同県山都町、同
県芦北町

地域おこし協力隊（OB・OG含む）を中心とした「地域コーディネーター」と連携し、
オンラインイベントやワークショップ、現地交流により県内各エリアの特色に応じた
コンテンツを開発するとともに、県内全域や他地域でも展開可能な、都市部側の窓
口となるワンストップ型マッチングポータル（アプリケーション）を開発・運営し、関係
人口を創出します。

⑭

う゛ぃるど

VUILD 株式会社 （神奈川県川崎市）

「クリエイター支援とモノづくりで都市と地域間を結ぶ
三角関係人口創出プラン」

愛媛県内子町、
熊本県南小国町

都市部のデザイナーはクライアントワークが中心で、自身の創造性を発揮する機
会が少ない。そこで、地域の中山間地域をフィールドに、自由に創造性を発揮する
機会を設ける。

デジタルファブリケーション（3D木材加工機）の技術を活用し、共通のデザイン
データで作られた家具や建築物を、複数の地域間でつくり展示することにより、建
築領域での関係人口を創出する。

※1. 実施地域は提案時における実施予定地域 ※2. 事業概要における名称は全て仮称
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