
1 

 

「地方創生☆政策アイデアコンテスト2020」の結果について 

 
令和2年12月25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 2020」の

最終審査会を12月 19 日（土）に完全オンラインで開催しました。 

今年度は全都道府県から計1,307件（高校生・中学生以下の部510件、大学生以上一般の

部780件、地方公共団体の部17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 「水上のサイクルツーリズム」で名古屋の魅力をアップ！ 

チーム名・所属等 名古屋市立北山中学校 

分析地域（地方審査） 愛知県（中部） 

 

○ 大学生以上一般の部 

タイトル 

空き家が繋ぐ人と未来 

空き家を利用した共生社会構築への挑戦 島根県松江市持田町

の事例を踏まえて 

チーム名・所属等 
古民家上手プロジェクトチーム（島根大学院自然科学研究科、合

同会社DMM.com、島根大学交流センター） 

分析地域（地方審査） 島根県松江市（中国） 

 

○ 地方公共団体の部 

タイトル artのある街計画 

チーム名・所属等 TOMOSHIBI（鹿児島県指宿市役所） 

分析地域（地方審査） 鹿児島県指宿市（九州・沖縄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地方創生☆政策アイデアコンテスト2020」の最終審査会を12月19 日（土）にオンラインで開

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。 



2 

 

＜優秀賞＞ 

○ 高校生・中学生以下の部 

タイトル だてな甲冑ニットプロジェクト 

チーム名・所属等 福島県立保原高等学校 

分析地域（地方審査） 福島県伊達市（北海道・東北） 

タイトル EAT SAKANA SET 

チーム名・所属等 長岡工業高等専門学校 

分析地域（地方審査） 新潟県長岡市（関東） 

 

○ 大学生以上一般の部 

タイトル エアロバイクで仮想空間ライブマラソン！ 

チーム名・所属等 
中小企業政策研究会ビジネスモデルカフェ（ジャパン・リニューア

ブル・エナジー株式会社） 

分析地域（地方審査） 秋田県（北海道・東北） 

タイトル 酒屋のおばちゃんと作るオンライン・ツーリズムの支援と実践 

チーム名・所属等 加登屋酒店＆しんきん地方創生サポーターズ（信金中央金庫） 

分析地域（地方審査） 福島県（北海道・東北） 

 

○ 地方公共団体の部 

タイトル ボクらは、それを“山辺”と呼ぶ～「オシャレ・カワイイ」×SDGs～ 

チーム名・所属等 
いなべ市＆グリーンクリエイティブいなべ（一般社団法人グリー

ンクリエイティブいなべ） 

分析地域（地方審査） 三重県（中部） 

タイトル 長岡の未利用資源の利活用 

チーム名・所属等 長岡市地域おこし協力隊 

分析地域（地方審査） 新潟県長岡市（関東） 

 

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/2020/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://contest.resas-portal.go.jp/2020/
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【当日の様子】 

       
 

   
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校生・中学生以下の部 地方創生担当大

 
大学生以上一般の部 地方創生担当大臣賞 

地方公共団体の部 地方創生担当大臣賞 

【お問い合わせ先】 

地方創生☆政策アイデアコンテスト2020事務局 

【受託事業者：株式会社大広】 

電話：03-4346-7226（直通)   E-mail：resas2020-info@daiko.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、星野、堂前     電話 03-3581-4541（直通) 

「水上のサイクルルーリズムで名古屋の
魅力をアップ！【名古屋市立北山中学校】 

空き家が繋ぐひとと未来【古民家上手プ
ロジェクトチーム】 

artのある街計画【TOMOSHIBI】 

地方創生担当大臣賞 集合写真真 
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（参考） 
 

＜協賛企業賞＞ ※最終審査会出場 27組 

○ Agoop賞 

タイトル だてな甲冑ニット政宗プロジェクト 

チーム名・所属等 福島県立保原高等学校 

分析地域（地方審査） 福島県伊達市（北海道・東北） 

タイトル エアロバイクで仮想空間ライブマラソン！ 

チーム名・所属等 
中小企業政策研究会ビジネスモデルカフェ（ジャパン・リニュー

アブル・エナジー株式会社） 

分析地域（地方審査） 秋田県（北海道・東北） 

タイトル 成人式大改造！！Uターン促進的ビフォーアフター 

チーム名・所属等 官民共同チーム「匠」（山形県庁） 

分析地域（地方審査） 山形県（北海道・東北） 

 

○Hrogリスト賞 

タイトル りんりんプロジェクト 

チーム名・所属等 東京都立国際高等学校 

分析地域（地方審査） 高知県土佐町（四国） 

タイトル 牛乳de地方創生 喉も地域経済も潤す半田の牛乳 

チーム名・所属等 中京大学 今井ゼミ 

分析地域（地方審査） 愛知県半田市（中部） 

タイトル artのある街計画 

チーム名・所属等 TOMOSHIBI（鹿児島県指宿市役所） 

分析地域（地方審査） 鹿児島県指宿市（九州・沖縄） 

 

○ JTB賞 

タイトル EAT SAKANA SET 

チーム名・所属等 長岡工業高等専門学校 

分析地域（地方審査） 新潟県長岡市（関東） 

タイトル 酒屋のおばちゃんと作るオンライン・ツーリズムの支援と実践 

チーム名・所属等 加登屋酒店＆しんきん地方創生サポーターズ（信金中央金庫） 

分析地域（地方審査） 福島県（北海道・東北） 

タイトル ジオパークの魅力を“科学”とする官と学の共創スキーム 

チーム名・所属等 北海道庁×北海道大学 CoSTEP 

分析地域（地方審査） 北海道（北海道・東北） 
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○ 帝国データバンク賞 

タイトル A challenge in KATO ～もち麦で革命を～ 

チーム名・所属等 兵庫県社高等学校生活科学科 地方創生班 K 

分析地域（地方審査） 兵庫県加東市（近畿） 

タイトル 10 年後プロジェクト ～神奈川県 川崎地域～ 

チーム名・所属等 横浜銀行 地域戦略統括部 

分析地域（地方審査） 神奈川県川崎市（関東） 

タイトル 若者の「わくわく」があふれる島根 

チーム名・所属等 島根県庁「アーバン RESAS」 

分析地域（地方審査） 島根県（中国） 

 

○ True Data賞 

タイトル 果樹王国ふかがわ ～活性化ﾌプロジェクト～ 

チーム名・所属等 
北海道深川東高等学校流通経済科・情報処理科 地域創生1

班 

分析地域（地方審査） 北海道深川市（北海道・東北） 

タイトル 
学生と農家のマッチングでマチがGOOD！ ～学生の都農町

移住で持続可能な農業の実現～ 

チーム名・所属等 宮崎大学 地域資源創成学部 根岸研究室 

分析地域（地方審査） 宮崎県都農町（九州・沖縄） 

タイトル 長岡の未利用資源の利活用 

チーム名・所属等 長岡市地域おこし協力隊 

分析地域（地方審査） 新潟県長岡市（関東） 

 

○ ナビタイムジャパン賞 

タイトル 水上のサイクルツーリズム 

チーム名・所属等 名古屋市立北山中学校 

分析地域（地方審査） 愛知県（中部） 

タイトル 農を活かして人を活かす 

チーム名・所属等 梶並地区活性化推進委員会 

分析地域（地方審査） 岡山県美作市（中国） 

タイトル オンラインサロンが地域活性化 

チーム名・所属等 田舎チャレンジャーラボ（山口県周防大島町政策企画課） 

分析地域（地方審査） 山口県周防大島町（中国） 
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○ 日本政策投資銀行賞 

タイトル フロムロード －商店街でつなぐ地域の輪― 

チーム名・所属等 東京学芸大学付属国際中等教育学校 

分析地域（地方審査） 東京都練馬区（関東） 

タイトル 
江東区豊洲の市場流通網とＩＴ×地方の特産品の連携・協働

くによる地方創生 withi コロナVersion 

チーム名・所属等 株式会社ビジネスクロス 江東区豊洲チーム 

分析地域（地方審査） 東京都江東区（関東） 

タイトル 徳島すだち経済圏構想 

チーム名・所属等 
「資源・政策の組み合わせ」で徳島の振興を図る会（徳島県

庁） 

分析地域（地方審査） 徳島県（四国） 

 

○ ビザ・ワールドワイド賞 

タイトル 超叡智☆大学 

チーム名・所属等 広島県立広島叡智学園中学校 

分析地域（地方審査） 広島県豊田群大崎上島町（中国） 

タイトル 空き家が繋ぐ人と未来 

チーム名・所属等 
古民家上手プロジェクトチーム（島根大学院自然科学研究

科、合同会社DMM.com、島根大学交流センター 

分析地域（地方審査） 島根県松江市（中国） 

タイトル コロナに打ち克つ！頑張る諏訪酒造のＰＲ 

チーム名・所属等 諏訪市産業連携推進室 

分析地域（地方審査） 長野県（関東） 

 

○ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング賞 

タイトル シニア世代による子育て支援 

チーム名・所属等 兵庫県立加古川東高等学校 ＳＴＥＡＭ特講子育て支援班 

分析地域（地方審査） 兵庫県加古川市（近畿） 

タイトル 
1ヵ月滞在型ワーケーションによる地域とつながる関係人口創

出 

チーム名・所属等 
株式会社ビジネスクロス 熊本県芦北町長期滞在型ワーケー

ション推進チーム 

分析地域（地方審査） 熊本県芦北町（九州・沖縄） 

タイトル 
ボクらは、それを“山辺”と呼ぶ ～「オシャレ・カワイイ」×ＳＤ

Ｇｓ～ 

チーム名・所属等 いなべ市＆グリーンクリエイティブいなべ 

分析地域（地方審査） 三重県（中部） 
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