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「地方創生☆政策アイデアコンテスト2019」の結果について 

令和元年12月16日 

内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局 

内閣府 地方創生推進室 

１．概要 

「地域経済分析システム(RESAS：リーサス)」 を活用した地域課題の分析を踏まえた、地域

を元気にするような政策アイデアを募集する、「地方創生☆政策アイデアコンテスト 2019」の

最終審査会＆表彰式を、12 月 14 日（土）に中央合同庁舎第８号館 講堂にて開催しました。 

今年度は全都道府県から計1,115件（高校生・中学生以下の部262件、大学生以上一般の

部811件、地方公共団体の部42件）のご応募をいただき、各部門において地方創生担当大臣

賞、優秀賞等を決定しましたので、以下のとおり公表します。 

＜地方創生担当大臣賞＞ 

○ 高校生・中学生以下の部

タイトル 朝ご飯に商機あり 温羅めし 

チーム名・所属等 岡山県立倉敷商業高等学校 

分析地域（地方審査） 岡山県倉敷市（中国） 

○ 大学生以上一般の部

タイトル 漁村消滅を東京の居酒屋が 食い止める！！ 

チーム名・所属等 ゲイト＆東京都中小企業診断士協会城東支部 

分析地域（地方審査） 三重県尾鷲市（中部） 

○ 地方公共団体の部

タイトル 常識の斜め上をいく「かめおか霧の芸術祭」 

チーム名・所属等 地方創生ラボ（京都府亀岡市役所） 

分析地域（地方審査） 京都府亀岡市（近畿） 

「地方創生☆政策アイデアコンテスト2019」の最終審査会＆表彰式を12 月14 日（土）に開催

し、高校生・中学生以下の部、大学生以上一般の部および地方公共団体の部の各部門におい

て地方創生担当大臣賞、優秀賞等を決定しましたので公表します。 
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＜優秀賞＞ 

○ 高校生・中学生以下の部 

タイトル 地域でつくる「ささえあいのしくみ」 

チーム名・所属等 兵庫県立農業高校園芸科園芸研究会 

分析地域（地方審査） 兵庫県加古川市（近畿） 

タイトル 新たな特産品で地域を元気に！ 

チーム名・所属等 兵庫県立社高等学校生活科学科３年 

分析地域（地方審査） 兵庫県加東市（近畿） 

 

○ 大学生以上一般の部 

タイトル あしやスクラムプロジェクト 

チーム名・所属等 武庫川女子大学 

分析地域（地方審査） 兵庫県芦屋市（近畿） 

タイトル 創りたいニラい、てくニラじー！甲佐！ 

チーム名・所属等 くまもとターボ チーム甲佐町 

分析地域（地方審査） 熊本県甲佐町（九州・沖縄） 

 

○ 地方公共団体の部 

タイトル ＷＡＫＵＷＡＫＵのーとコンソーシアム 

チーム名・所属等 能登町×北陸財務局×興能信用金庫チーム 

分析地域（地方審査） 石川県能登町（中部） 

タイトル 
藍染めと花のコラボレーションによる地域農業の活性化 

 ‐Flower meets Indigo‐ 

チーム名・所属等 徳島県地方創生局地域振興課 

分析地域（地方審査） 徳島県那賀町（四国） 

 

２．その他 

各賞の政策アイデアの概要は、以下のアイデアコンテスト公式サイトに掲載しております。今

後、プレゼンテーションの資料やライブ配信を行った動画等は、公式サイトで配信する予定です

ので、是非ご覧ください。 

【アイデアコンテストサイト】 https://contest.resas-portal.go.jp/2019/final.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://contest.resas-portal.go.jp/2019/final.html


3  

【当日の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

高校生・中学生以下の部 地方創生担当大臣賞 大学生以上一般の部 地方創生担当大臣賞 

朝ご飯に商機あり 温羅めし 
岡山県立倉敷商業高等学校 

漁村消滅を東京の居酒屋が 食い止める！！ 
ゲイト＆東京都中小企業診断士協会城東支部 

常識の斜め上をいく「かめおか霧の芸術祭」 
地方創生ラボ（京都府亀岡市役所） 

地方公共団体の部 地方創生担当大臣賞 

北村地方創生担当大臣・ファイナリスト・全国
審査委員・協賛企業・内閣府関係者で記念撮影 

【お問い合わせ先】 

地方創生☆政策アイデアコンテスト2019事務局 

【受託事業者：株式会社ジュピターテレコム（J:COM）】 

電話：03-5510-9881（直通)   E-mail：resas2019-info@jupiter.jcom.co.jp 

 

内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局 

内閣府 地方創生推進室 （ビッグデータチーム） 

担当 宇野、西郷、河西     電話 03-3581-4541（直通) 
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（参考） 
 

＜協賛企業賞＞ ※最終審査会出場 27組 

○ 学研プラス賞 

タイトル 地域でつくる「ささえあいのしくみ」 

チーム名・所属等 兵庫県立農業高校園芸科園芸研究会 

分析地域（地方審査） 兵庫県加古川市（近畿） 

タイトル 漁村消滅を東京の居酒屋が 食い止める！！ 

チーム名・所属等 ゲイト＆東京都中小企業診断士協会城東支部 

分析地域（地方審査） 三重県尾鷲市（中部） 

タイトル １枚目のドミノを倒せ！ 

チーム名・所属等 兵庫県宝塚市政策推進担当 

分析地域（地方審査） 兵庫県宝塚市（近畿） 

 

○JTB賞 

タイトル 大島大橋有料化による島内ツーリズムの促進 

チーム名・所属等 山口県立周防大島高等学校 政策アイデアチームB 

分析地域（地方審査） 山口県周防大島町（中国） 

タイトル 
学生が踏み出す持続可能なまちづくり 

～弘前で始めるフードバンク～ 

チーム名・所属等 フードバンクひろだい（弘前大学） 

分析地域（地方審査） 青森県弘前市（北海道・東北） 

タイトル 地域×健康プロジェクト 

チーム名・所属等 チーム健康 まにわ（岡山県真庭市役所） 

分析地域（地方審査） 岡山県真庭市（中国） 

 

○ Ｔｒｕｅ Ｄａｔａ 賞 

タイトル 朝ご飯に商機あり 温羅めし 

チーム名・所属等 岡山県立倉敷商業高等学校 

分析地域（地方審査） 岡山県倉敷市（中国） 

タイトル あしやスクラムプロジェクト 

チーム名・所属等 武庫川女子大学 

分析地域（地方審査） 兵庫県芦屋市（近畿） 

タイトル 千歳から北海道を、そして日本を変える！ 

チーム名・所属等 北海道千歳市役所「チーム RESAS」 

分析地域（地方審査） 北海道千歳市（北海道・東北） 
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○ 帝国データバンク賞 

タイトル 朝夜景で地域活性化 

チーム名・所属等 朝夜景プロジェクトチーム（市立函館高等学校） 

分析地域（地方審査） 北海道函館市（北海道・東北） 

タイトル 
よいとみプロジェクト  

夜×富岡で関係・交流人口を増やす！！ 

チーム名・所属等 日本大学商学部木下ゼミ 

分析地域（地方審査） 群馬県富岡市（関東） 

タイトル あさぎり町林業３K プロジェクト 

チーム名・所属等 熊本県 総務部市町村・税務局 市町村課 

分析地域（地方審査） 熊本県あさぎり町（九州・沖縄） 

 

○ ナビタイムジャパン賞 

タイトル 
スタンプで繋がるあかがねの街 

～私たちからの観光プラン～ 

チーム名・所属等 愛媛県立新居浜商業高等学校 

分析地域（地方審査） 愛媛県新居浜市（四国） 

タイトル 街道から生まれる地方創生 

チーム名・所属等 白河チーム（株式会社ビジネスクロス） 

分析地域（地方審査） 福島県白河市（北海道・東北） 

タイトル 泊まってみたくなるそして住んでみたくなる 

チーム名・所属等 ＳＤＧｓ未来杜市真庭（岡山県真庭市役所） 

分析地域（地方審査） 岡山県真庭市（中国） 

 

○ 日本政策投資銀行賞 

タイトル だてな さすけねプロジェクト 

チーム名・所属等 福島県立保原高等学校 課題研究 

分析地域（地方審査） 福島県伊達市（北海道・東北） 

タイトル 創りたいニラい、てくニラじー！甲佐！ 

チーム名・所属等 くまもとターボ チーム甲佐町 

分析地域（地方審査） 熊本県甲佐町（九州・沖縄） 

タイトル みやぎ「縁」の人を育む関係人口拡大モデル 

チーム名・所属等 宮城県庁地域振興チーム 

分析地域（地方審査） 宮城県（北海道・東北） 
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○ ビザ・ワールドワイド賞 

タイトル 観光による薩摩川内市チャレンジ大作戦！ 

チーム名・所属等 鹿児島県立川内商工高等学校 

分析地域（地方審査） 鹿児島県薩摩川内市（九州・沖縄） 

タイトル 観光型MaaSで下関市・長門市をハシゴ観光 

チーム名・所属等 山口フィナンシャルグループ 地域振興部 

分析地域（地方審査） 山口県下関市・長門市（中国） 

タイトル 
藍染めと花のコラボレーションによる地域農業の活性化 

 ‐Flower meets Indigo‐ 

チーム名・所属等 徳島県地方創生局地域振興課 

分析地域（地方審査） 徳島県那賀町（四国） 

 

○ 富士通総研賞 

タイトル 新たな特産品で地域を元気に！ 

チーム名・所属等 兵庫県立社高等学校生活科学科３年 

分析地域（地方審査） 兵庫県加東市（近畿） 

タイトル 
豊洲市場の賑わいを創出し、物・人・情報を地方と連携し地

方創生 

チーム名・所属等 株式会社ビジネスクロス 

分析地域（地方審査） 東京都江東区（関東） 

タイトル 常識の斜め上をいく「かめおか霧の芸術祭」 

チーム名・所属等 地方創生ラボ（京都府亀岡市役所） 

分析地域（地方審査） 京都府亀岡市（近畿） 

 

○ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング賞 

タイトル 一菜一会 ～野菜で繋がる人と人～ 

チーム名・所属等 チーム針と糸（徳島県立脇町高等学校） 

分析地域（地方審査） 徳島県美馬市（四国） 

タイトル ベトナムの方々を鳥取のファンに！ 

チーム名・所属等 鳥取信用金庫 アイデアコンテストチーム 

分析地域（地方審査） 鳥取県鳥取市（中国） 

タイトル ＷＡＫＵＷＡＫＵのーとコンソーシアム 

チーム名・所属等 能登町×北陸財務局×興能信用金庫チーム 

分析地域（地方審査） 石川県能登町（中部） 
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