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「地方創生☆政策アイデアコンテスト2021」の結果について 

 
令和4年1月7日 

内閣官房 デジタル田園都市国家構想実現会議事務局 

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 2021」

の最終審査会を12月 11日（土）にオンラインで開催しました。 

今年度は全都道府県から計963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 Maison de chat（ネコの家） 

チーム名・所属等 学校法人愛知学院 愛知高等学校 安藤愛菜 

分析地域（所管局） 愛知県（中部） 

 

○ 大学生以上一般の部 

タイトル 国産杏仁オイルが日本一のあんずの里を守る 

チーム名・所属等 株式会社ビジネスクロス＆株式会社 M.アヴァンス 

分析地域（所管局） 長野県（関東） 

 

○ 地方公共団体の部 

タイトル 家庭から排出される紙おむつのリサイクル 

チーム名・所属等 神奈川県座間市・座間市環境経済部資源対策課 

分析地域（所管局） 神奈川県（関東） 
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＜優秀賞＞ 

○ 高校生・中学生以下の部 

タイトル 地域公共交通の再生と地域の成長戦略 

チーム名・所属等 灘高等学校 

分析地域（所管局） 兵庫県（近畿） 

タイトル 銅婚式でもう一度愛を… ～聖地巡礼～ 

チーム名・所属等 愛媛県立新居浜商業高等学校 

分析地域（所管局） 愛媛県（四国） 

 

○ 大学生以上一般の部 

タイトル 尾鷲市を「自由研究のまち」に！ 

チーム名・所属等 
東京海上日動火災保険株式会社・三重県創生研鑽会（尾鷲を盛

り上げ隊） 

分析地域（所管局） 三重県（中部） 

タイトル 暮らすインターンで鳥取と学生をツナグ 

チーム名・所属等 鳥取大学・ツナガルドボク 

分析地域（所管局） 鳥取県（中国） 

 

○ 地方公共団体の部 

タイトル 壱岐島リブートプロジェクト 

チーム名・所属等 壱岐市・壱岐イルカパーク＆リゾート チーム 

分析地域（所管局） 長崎県（九州） 

タイトル 行政主導の EC プラットフォーム TβD 

チーム名・所属等 富山県・ひとりチームとやま 

分析地域（所管局） 富山県（中部） 

 

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/2021 

  

https://contest.resas-portal.go.jp/2021
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【当日の様子】 

  
 

  
  

 
  

   
 

高校生・中学生以下の部 地方創生担当大臣賞 

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 

【お問合せ先】 

内閣官房 デジタル田園都市国家構想実現会議事務局 

内閣府 地方創生推進室 

ビッグデータチーム 

担当 紫竹、樫部、髙鳥、城間      

電話 03-3581-4541（直通)   メール j.resas.j9j@cas.go.jp 

Maison de chat（ネコの家）【学校法人愛
知学院 愛知高等学校 安藤愛菜】 

国産杏仁オイルが日本一のあんずの里を守
る【株式会社ビジネスクロス＆株式会社M.ア
ヴァンス】 

家庭から排出される紙おむつのリサイクル
【神奈川県座間市・座間市環境経済部資源
対策課】 

mailto:j.resas.j9j@cas.go.jp
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（参考） 
 

＜協賛企業賞＞  

○ Agoop賞 

タイトル 加古川市の地場産業 靴下の振興へ 

チーム名・所属等 兵庫県立加古川東高等学校・STEAM特講 地場産業PR班 

分析地域（所管局） 兵庫県（近畿） 

タイトル 尾鷲市を「自由研究のまち」に！ 

チーム名・所属等 
東京海上日動火災保険株式会社・三重県創生研鑽会（尾鷲を

盛り上げ隊） 

分析地域（所管局） 三重県（中部） 

タイトル 壱岐島リブートプロジェクト 

チーム名・所属等 壱岐市・壱岐イルカパーク＆リゾート チーム 

分析地域（所管局） 山形県（北海道・東北） 

 

○角川アスキー総研賞 

タイトル Maison de chat（ネコの家） 

チーム名・所属等 学校法人愛知学院 愛知高等学校 安藤愛菜 

分析地域（所管局） 愛知県（中部） 

タイトル しぜんと、ね関係したくなる 

チーム名・所属等 
公立大学法人名桜大学人間健康学部・名桜大学ヘルスサポー

ト 

分析地域（所管局） 沖縄県（沖縄） 

タイトル SDGs Travel Adventure 

チーム名・所属等 エンタメ学習プログラム開発チーム・ASOMANACTIVE 

分析地域（所管局） 神奈川県（関東） 

 

○ 観光予報DS（Data Science）賞 

タイトル 「宇宙港」で おおいた を元気に 

チーム名・所属等 学校法人平松学園大分東明高等学校 ＴＥＣ 

分析地域（所管局） 大分県（九州） 

タイトル 婚活特化×学校シェアハウス 

チーム名・所属等 大妻女子大学 ・We ♡ Ninomiya 

分析地域（所管局） 神奈川県（関東） 

タイトル Murata 5.0 

チーム名・所属等 宮城県村田高等学校 

分析地域（所管局） 宮城県（東北） 
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○ 帝国データバンク賞 

タイトル 銅婚式でもう一度愛を… ～聖地巡礼～ 

チーム名・所属等 愛媛県立新居浜商業高等学校 

分析地域（所管局） 愛媛県（四国） 

タイトル 国産杏仁オイルが日本一のあんずの里を守る 

チーム名・所属等 株式会社ビジネスクロス＆株式会社 M.アヴァンス 

分析地域（所管局） 長野県（関東） 

タイトル 官民が共に行動し、地域経済の持続化を目指すプロジェクト 

チーム名・所属等 
釧路市役所産業振興部商業労政課・政策アイデア検討チー

ム 

分析地域（所管局） 北海道（北海道） 

 

○ True Data賞 

タイトル あいHUB和菓子大作戦 

チーム名・所属等 長崎県立佐世保西高等学校Ａ班 

分析地域（所管局） 長崎県（九州） 

タイトル 起業INTERNSHIP 

チーム名・所属等 同志社大学政策学部・野田ゼミ 

分析地域（所管局） 京都府（近畿） 

タイトル 行政主導のECプラットフォーム TβD 

チーム名・所属等 富山県・ひとりチームとやま 

分析地域（所管局） 富山県（中部） 

 

○ ナビタイムジャパン賞 

タイトル 農家ホームステイ&農作物バンク 

チーム名・所属等 青翔開智高等学校×同志社女子高等学校 

分析地域（所管局） 鳥取県（中国） 

タイトル 古き良き駅舎がつなぐ人と海 御来屋の挑戦 

チーム名・所属等 鳥取大学工学部・御来屋駅舎プロジェクト 

分析地域（所管局） 鳥取県（中国） 

タイトル 聖徳太子１４００年プロジェクト 

チーム名・所属等 兵庫県太子町・聖徳太子１４００年プロジェクトチーム 

分析地域（所管局） 兵庫県（近畿） 
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○ 日本政策投資銀行賞 

タイトル どこでもかご ～地域を救うWOODなボックス～ 

チーム名・所属等 茨城県立大子清流高等学校・僕らのローカルウッド大作戦 

分析地域（所管局） 茨城県（関東） 

タイトル 廃校の校舎を加工工場に！空き家を地産地消レストランに！ 

チーム名・所属等 獨協大学経済学部国際環境経済学科・米山ゼミＡチーム 

分析地域（所管局） 福島県（東北） 

タイトル オンライン集落で生き方の選択肢を知ろう 

チーム名・所属等 周防大島町政策企画課・田舎チャレンジャーラボ 

分析地域（所管局） 山口県（中国） 

 

○ フロッグ賞 

タイトル RESAS×真珠×結婚式＝？ 

チーム名・所属等 愛媛県立松山東高等学校・谷村ファミリー 

分析地域（所管局） 愛媛県（四国） 

タイトル 暮らすインターンで鳥取と学生をツナグ 

チーム名・所属等 鳥取大学・ツナガルドボク 

分析地域（所管局） 鳥取県（中国） 

タイトル 家庭から排出される紙おむつのリサイクル 

チーム名・所属等 神奈川県座間市・座間市環境経済部資源対策課 

分析地域（所管局） 神奈川県（関東） 

 

○ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング賞 

タイトル 地域公共交通の再生と地域の成長戦略 

チーム名・所属等 灘高等学校 

分析地域（所管局） 兵庫県（近畿） 

タイトル 
国産コーヒーで一息 やんばるOWNERSコーヒー ～月定額

でコーヒーの木のオーナーになろう～ 

チーム名・所属等 名桜大学・名桜大学RESAS研究会 名護市チーム 

分析地域（所管局） 沖縄県（沖縄） 

タイトル 『観光』×『工芸』沖縄くるくる周遊大作戦 

チーム名・所属等 沖縄県那覇市・地方自治体あり方変え隊 

分析地域（所管局） 沖縄県（沖縄） 
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