
地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順） 農・林・水産業 令和２年４月１日現在

氏名 ふりがな 所属名称 取組概要

安形　真 あがた　まこと 一般社団法人リズカーレ

◇ローカルベンチャー誘致・育成事業＠愛媛県西条市
13人の起業型地域おこし協力隊を採用し、3年後に売上1億円を目指すローカル
ベンチャー事業の統括。
会計、税務、労務などのバックオフィスのサポートや、地方で活きるマーケ
ティングや経営戦略の指導、ネットワーク作り支援、コワーキングスペースの
整備・運用など起業家が活動しやすい環境を創出。他にも専門家と協働して個
別のメンタルカウンセリングや各種セミナーを企画、運用。

◇三河の山里なりわい実践者事業＠愛知県
毎年約10名の起業家及び新規事業に挑戦する事業者にメンターとして関わる。

秋元　祥治 あきもと　しょうじ
岡崎ビジネスサポートセン
ター OKa-Biz／NPO法人G-net

▼OKa-Biz
OKa-Bizは岡崎市・岡﨑商工会議所が設置した「売上アップに特化」した中小
企業支援センターです。富士市産業支援センター・f-Bizをモデルに全国最年
少センター長として、成果続出から相談は1ヶ月半待ちに。開設5年で累計1万
件を越える来訪相談、約190件の視察受け入れ、首相官邸での表彰や中企庁長
官も来訪。OKa-Bizがf-Bizをモデルとした他地域展開のモデルになったこと
で、各地で新たな産業支援センターが続々と立ち上がり、現在21か所に上る。
既に導入を決め開設準備を進めている自治体も複数あり、今後もf-Bizをモデ
ルとした産業支援施設の展開は加速されることが予想される。
▼G-net
NPO法人G-netは、岐阜を拠点に15年前より、中小企業の社長の右腕として熱意
ある若者を半年間右腕として送り込む実践型インターンシップや、「みぎう
で」就職支援を行う。高校「政治経済」の教科書にも掲載あり。年間で１万人
を越える若者に地域の中小企業の魅力を伝え、約100名が半年間等の実践型イ
ンターンシップに参画している。「若者が選ぶ魅力的な中小企業100選」と
いった冊子刊行を含め、中小企業への「みぎうで」候補としての就職支援も展
開。

浅尾　均 あさお　ひとし 有限会社　浅尾計画事務所

　全国各地における地域振興・観光振興・交流人口の増加などの取り組みにつ
いての課題、問題点、疑問に対しての解決策や、それを導き出すためのアイデ
アの提示、あるいは解決策を導き出すためのアドバイス、ワークショップの支
援、コンサルティング、プランニングなどを仕事としています。
　現在は、「インバウンド」、「新たな広域連携」、「人材育成」、「ニュー
ツーリズム」などをテーマに、各地にて実践的な事業に関わっています。

阿部　憲三 あべ　けんぞう 有限会社漂流岡山

大規模流通の市場流通と小規模流通の地域の直売所流通の中間に位置する地域
内中規模流通を行うコンパクト型地域商社であり、「季節感ある野菜」を「一
定期間継続して」「生産者の顔が見えて」「親しみの持てる地元産で」、しか
も「単価を安く」販売する「漂流岡山の強い地場野菜コーナー」として、「競
合店に無いコンテンツ」を小売量販店に提案し強い信頼関係を築いている。一
方、農業者に対しては、過去７年間の市場価格と店頭価格を基に各作物の買取
価格を決め、必要数量を示した上で、それを全量買取り、農業者が将来にわ
たって事業計画を立てられるようにしている。また、集荷のほか、袋詰め等の
商品化も同社で行っており、農業者が生産に専念できるようにしている。
　これらの取組は、「ひとにぎりのプレミアム産地」や「ひとにぎりの販路を
持った大型産地」を目指すものではなく、農業で安定的に儲かる仕組みをつく
り、新規の若手農業者を呼び込むというものであり、他地域でも再現性が高い
ため、平成29年度は滋賀県東近江市で地域商社設立に向けたアドバイスを行っ
ている。平成30年度からは、地域中核企業創出・支援事業において、協議会の
開催や近畿・中国・四国地域のスタートアップ段階や成長段階にある地域商社
の販路開拓支援等を行い、その結果、支援対象企業がイオン３店舗への納入を
開始するなど具体的な売上増加につながっている。また、協議会の開催によっ
て、新たに地域商社設立を検討する地域からの相談に対応した結果、複数の地
域商社の設立が決定。令和元年度は京丹波町での地域商社設立のハンズオン支
援も行った。
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安部　敏樹 あべ　としき
一般社団法人リディラバ／株
式会社Ridilover

■社会課題・地域課題をテーマとしたスタディツアーを企画しあらたな市場を開拓。
■被災地での教育旅行をとした復興支援（例：釜石での被災後初の100人規模での教育旅行
など）。
■安倍首相が座長を務める観光立国推進会議での「アクションプログラム2015」として政策
化。"
（１１）国民の旅行振興に向けた意識醸成・環境整備 ”の項目において「若者に旅の意義
や素晴らしさを伝える「若旅★授業」を地方で拡大するとともに、若者の関心が高い、エネ
ルギーや地域医療など様々な社会テーマを扱ったツアー商品の造成を推進し、より多くの若
者が旅に出るきっかけを創出する。【新規】」という形で記載。
■観光から移住定住・産業振興・事業承継・MICE誘致を一貫して実現（例えば林業のツアー
を通して５人の事業承継・移住の実現など。これまで20人以上がツアーを通しての移住や２
拠点居住を実現したと思われる）。
■600人以上のボランティアマネジメントを通しての課題の洗い出し。
■社会起業家の経営者向けカンファレンスR-SICを300人規模で３年連続開催。京都・つくば
などの地域開発に寄与。
■東大の講義にて200人の学生に対し、ソーシャルビジネスのためのチームビルディングな
ど講義から３０以上のプロジェクトを創出。講義をまとめた著作『いつかリーダーになる君
たちへ』（日経BP）がAmazonで部門別１位を達成。
■被災地の医療現場における鍼灸師などを含めた新たな医療チーム体制の構築と実施・
■R-SICにおけるソーシャルビジネスのプログラム”CrossPoint”、観光庁研修、青森県研
修、スタディツアーなどを通して100地域150社以上のインキュベーション支援。
■述べ２０校以上の教育旅行の実施。
■スタディツアーなどの事業を通して扱うテーマは「農・林・水産業」「環境」「医療・介
護・福祉」「貧困」「地域活性化」「公共事業」など200弱。
■東証一部上場企業なども含め企業の幹部研修や人事研修としての地域課題・社会課題の現
場での研修事例も10以上
■アカデミックなアクティブラーニング、ファシリテーションの講義などを東京大学などの
大学教員から各地の教育委員会や校長向けに実施
【リディラバの事業に関連するURL】
[Travel The Problerm：スタディツアー専門の旅行サービス] 
https://traveltheproblem.com/　
[TRAPRO：社会問題の百科事典] 
http://www.trapro.jp/
[TRAPRO移住口コミ：地域の気になる口コミが集まるサイト] 
https://iju.trapro.jp/
[「”社会起業”の最先端を知る」招待制カンファレンス：R-SIC（アール・シック）] 
http://ridilover.jp/R-SIC/
[リディラバ（HP）] 
http://ridilover.jp/

天野　礼子 あまの　れいこ
ＮＰＯ法人「日本に健全な森
をつくり直す委員会」

　H23年より、島根県西部の高津川流域の三市町、益田市、津和野町、吉賀町
に「総合特区」への立候補を推め、当選。「アドバイザー」を務めた。事務局
長を務めるＮＰＯ法人「日本に健全な森をつくり直す委員会」では養老委員長
と共に、高津川流域に「二地域居住から定住へ」を進めてきている。

飯田　修 いいだ　おさむ -

漢方薬など医薬品原料となる優良生薬の国内生産を目指し、長年薬用植物の栽
培と育種研究に従事。その間、茨城県つくば市、北海道名寄市、静岡県南伊豆
町、鹿児島県中種子町にて勤務し、センキュウ、トウキ、ミシマサイコ、ウコ
ン、ガジュツなど北方系から南方系まで多種多様な薬用植物の育成・栽培を
行ってきた。さらに薬用植物の栽培指針と品質評価の冊子作成に携わり、栽培
地での栽培指導や助言を行ってきた。今後、薬用植物の国内栽培の普及と振興
を目指し、国産生薬の安定供給体制の構築に向け、生産のための支援を行って
行きたい。
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飯田　一民 いいだ　かずたみ 有限会社　食創造さんだかん

＜アドバイザー/伝承名人としての派遣履歴他＞
北檜山町・松前町・和寒町・下川町・長沼町・日高町・占冠村・小清水町・北
海道商工会連合会講師・網走市・道南3町（松前・上ノ国・江差）広域連合・
留萌支庁・空知支庁事業評価委員・全道市長会基調講演など
＜アドバイザー/伝承名人としての実施取組み＞
下川エミュー肉燻製開発・松前町「あわびごはん」開発・瀬棚町海産加工品開
発・その他商品名・デザイン等の創出・百貨店北海道物産展企画協力(三越・
大丸・西武・丸井等)
「農家の友」「しゃりばり」等に執筆「生産現場からの新しいビジネスチャン
ス」など
道内各地域の道の駅再生活性化事業・地元ブランドの推進を手掛け「食」から
の地域活性化を勧めている。
※ 道の駅「ライスランドふかがわ」設置企画協力
※ 道の駅「北前船松前」総合プロデュース　他
※ 生産現場と都市部との協働事業として「北海道応援宣言プロジェク
ト！！」
札幌の飲食店で毎月道内各地域の食事会を開催（総合企画監修）
※ 百貨店と協力して北海道地域・生産者の食材・加工品のトライアル販売を
実施

＜(有)食創造さんだかん概要＞
1983年珈琲専門店サンダカンとして開店
1988年レストランサンダカンとして現地に新規移設開店
1993年全国北海道物産展へ参画、㈱三越・㈱大丸他
1999年食創造さんだかん工房として食肉加工工房を併設する
2003年深川市の委託を受け、「道の駅」内でレストラン運営　
　
2014年深川市ものづくり事業で「牛こら」「旨とん」の商標特許取得

飯干　淳志 いいほし　あつし 株式会社　高千穂ムラたび

・高千穂町役場を早期退職後、「高千穂ムラたび協議会」を設立し、地域住民
や若者と共に、ムラをまるごと博物館に見立て、信仰史跡や神社、地球創造の
痕跡がもたらすムラの魅力を「秋元エコミュージアム」として情報発信。無人
直売所や食堂などムラ人の運営で客をもてなし、秋元神社の参詣者を中心に年
間３万人が訪れる山村ツーリズムエリアを実現した。同時に農地の再生、世界
に認められるものづくり、世界から訪れる民宿開業をはじめとする山村ビジネ
ス起業に着手した。
・「（株）高千穂ムラたび」では、「持続可能な村づくり」をめざし、秋元集
落の資源を活かす農業生産、民宿、海外にも販売を展開するどぶろく・甘酒・
米ぬかのお菓子の製造・販売をてがけ、娘夫婦を中心に、Ｕターン・移住して
きた若者も含めて14人のスタッフが取り組んでいる。
また、年間１５０万人の観光客が訪れる高千穂町で観光協会長として「持続可
能な観光地域づくり」を進めるとともに、九州の農村ツーリズムを人材育成や
事業運営面でサポートする中間支援組織「（一社）ムラたび九州」を九州各県
の先駆者とともに立上げ、農村経済を支えるツーリズム事業者の育成にも取り
組んでいる。

石崎　英治 いしざき　ひではる
株式会社クイージ ／ NPO法人
伝統肉協会

北海道新冠町、新得町及び島根県美郷町において、エゾシカやイノシシ等の野
生鳥獣における生産工程のマネジメントに携わる。
株式会社クイージが流通卸を担うことで、生産地と消費地を多面的に結び、よ
り効果的な経営戦略の立案を行う。
また、農村地域における体験ツアー等の観光・交流の取組に携わる。
レストラン経営、イベントへの臨時出店、テレビ・ラジオ・新聞をはじめ各メ
ディアへの出演、料理教室の実施等を通じて「野生鳥獣を食べる文化」の普
及・啓発活動を精力的に展開。

石田　三示 いしだ　みつじ NPO法人大山千枚田保存会

大山千枚田は、H7に地域の衰退に危機感を募らせた住民が農村の活性化を目指
し、都市住民、地域住民、関係者からなる大山千枚田保存会（後にNPO法人
化）を発足。棚田オーナー制度や体験学習で都市農村交流に取り組む。
・棚田オーナー制度　154組（H29）
・体験学習の受入　5600人以上（H29）
・農家レストランの売上　860万円（H29）
・農家民泊　７軒
・中心人物として、棚田オーナー制度や農家民泊、農家レストランなど地域ぐ
るみの多様な取組を推進

石原　修 いしはら　おさむ
生活協同組合　コープおきな
わ

１、6次産業化での地域へのアプローチ
①1次産業側に対し加工所の設置と販売所の設置でのお手伝い
②1次、2次、３次が連携した商品開発を行い、１次産業側で商品の権利を持
ち、地域振興につなげる、両方からのアプローチでお手伝いをしています。
２、キャリア教育での地域へのアプローチ。
小中学生と一緒に商品開発を行うことで、地域への愛着（誇りづくり）をお手
伝いしています。
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伊勢田　博志 いせだ　　ひろし
NPO法人ツーリズム研究機構 / 
 (有)サポート・エムツゥ

農林水産省支援事業
　　・道の駅､日帰り温泉､国民宿舎等交流ターミナルの企画・開業プロデュー
ス　多数
　　・特産品開発及び販路支援事業など多数
　　・奈良県国際芸術玖村にぎわいづくりプロジェクト支援業務
　　・北広島町農泊事業プロデューサー
経済産業省支援事業
　　・東アジアより水俣への環境教育旅行の誘致事業プロデュー―サー
　　・地域資源を活用した商品開発及びマーケティング戦略の策定（多地域）
　　・クールジャパン関連事業のプロデュース（橘街道プロジェクト）
　　・(社）離島百貨店商品開発・販路開発専門家（地域中核企業ローカルイ
ノベーション支援事業)
内閣官房
　　・地方の元気再生事業：4地域（北広島町、養父市、嵐山、兵庫県福崎
町）プロデューサー
　　・内閣官房地域活性化モデルケース「橘街道」コーディネーター
企業など
　　・シティホテル連盟インバウンド誘致海外セールスコーディネート（欧
州・アジア）
　　・大手ハムメーカーマーケティング研修（商品開発など）
　　・シティホテルなどのマーケティング研修（企画塾・ブライダルフェアプ
ロデュース等
　　・鉄道系会社の新規事業創出・企画アドバイザー業務　　　　など

磯田　進 いそだ　すすむ -

昭和大学薬用植物園では講義のほか，栽培研究や栽培管理に従事していたが，
その知識や経験を通し，現在，昭和大学，昭和薬科大学，東京農業大学および
放送大学で非常勤講師として教育指導を行っている。また山梨県や東京都など
各地で市民講座や自然観察会を通し，自然の大切さや薬草の重要性を紹介して
いる。これまでの経験を生かし，社団法人東京生薬協会の薬用植物栽培指導員
として各地で薬用植物に関わる啓蒙や栽培指導を行っている。

五日市　知香 いつかいち　ちか
株式会社パイロットフィッ
シュ

商品開発・小規模生産者、事業者支援
零細事業者や過疎化で悩む地方を主体に取り組みを行っています。ベースは
「6次産業化」。新商品企画、商品化までの計画、パッケージ、パッケージデ
ザイン、商品名、広報、商品改良までトータル的な商品プロデュース、コー
ディネートを行っています。

伊藤　晴樹 いとう　はるき Time Colors Lab.

大学在学中にふるさと秋田を盛り上げるため「地域と学生を繋ぐ」という目標
に掲げ、地域活性化を目的とした団体ARCグループを設立。1年で100人規模ま
で成長させ、県全域に活動拠点を整備した。大学、自治会などと連携し、過疎
地域への学生の派遣（年間のべ500人規模）のシステムを構築。また、学生の
政治への関心を高めるための若者団体AKITA未来創生塾を設立。学生のコミュ
ニティーづくりを進め、平成28年度内閣府主催の未来をつくる若者オブ・ザ・
イヤーで内閣総理大臣表彰を受賞。後に秋田県男鹿市地域おこし協力隊へ就
任。移住・定住促進をすべくツアーやイベントの企画・運営を行い3年間で560
名以上の交流人口を生み出す。また、地域で途絶えていたなまはげ行事（ユネ
スコ無形文化遺産）を外部人材の力を借り、12年ぶりに復活。取り組みが世界
に発信された。その他、TEDxAkitaIntlUのスピーカーなど講演活動など、環境
教育や感覚教育の推進、コーチングを軸とした人材育成の事業を進めるため
Time Colors Lab.を設立。秋田県地域おこし協力隊OB・OGネットワークの代表
として、現役隊員のフォロー体制、OB・OG同士のネットワーク作りも行ってい
る。

伊藤　房雄 いとう　ふさお 東北大学大学院農学研究科

これまで東北各地（宮城県、福島県、青森県三沢市、宮城県丸森町など）の農
業振興計画や地域振興計画（宮城県鳴子町鬼首地区など）、県の総合計画（山
形県）の策定に携わってきた。併せて、東北ブロック６次産業化推進行動会議
分科会座長（東北農政局）、ふくしま６次化創業塾運営懇談会座長（福島県）
などに携わり、各地域の６次産業化の推進を支援するとともに、登米市アグリ
ビジネス起業家育成塾（宮城県登米市）、農家のたまご塾（宮城県農林水産
部）、せんだい次世代農業経営者育成塾（宮城県仙台市）の塾長を務め、各地
域の農業振興や地域振興、６次産業化に取り組むプレーヤーの人財育成にも積
極的に取り組んできた。
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氏名 ふりがな 所属名称 取組概要

伊東　将志 いとう　まさし 夢古道おわせ

官民一体となった観光交流事業「夢古道おわせ」の管理運営。
①地元集落のお母ちゃんをグループ化し、各地にチームを形成。
　 集落の食文化の伝承をテーマにランチバイキングによる交流人口増加を図
る。
②間伐材活用によるイベント「全国一斉１００のありがとう風呂」を主催。
　 全国４７都道府県４００カ所以上の温浴施設で導入実績あり。
地域資源であり、後継者不足等で課題にもなっている一次産業の問題に独自の
手法でアプローチし、全国各地より同時多発的にメディア掲載することを得意
としております。

また、都市部の若者×地域の漁村・農村集落をテーマに人材のマッチングも行
う。
全国の自治体や商工会・商工会議所において官民一体のまちづくりや地域資源
活用による取組みへの支援も行っています。

伊藤　靖 いとう　やすし
一般財団法人　漁港漁場漁村
総合研究所

➀全国の漁場造成にかかる調査研究を通じて儲かる漁業への提案
②全国の漁港漁村地域の活性化事例の調査を通じた、地域活性化事例の分析及
び評
価方法に関する取り組み
③東日本大震災により被災した地域の水産業復興計画の策定に関する取り組み
④岩手県大槌町水産業アクションによる漁業者学校の取り組み等

井上　将太 いのうえ　しょうた
井上地域づくり事務所/井上建
築

1988年2月3日生まれ。高知県安芸市出身。
高知大学森林科学科にて森林政策学を専攻。在学中に学生団体FANを立ち上
げ、建築学科の学生向けに林業から木造建築までを学ぶセミナー「森の未来に
出会う旅」の運営に携わる。現在までに100名以上の学生が木造建築を学ぶ。

高知大学大学院に進学後は高知県嶺北地域にて地域創生を目的とした木工会社
である「ばうむ合同会社」にて3年間勤務し、木工製品の商品開発や営業活動
に携わる。2010年には全国最年少にて内閣府地域活性化伝道師に認定。2012年
には井上地域づくり事務所を創業し、六次産業化プランナーや高知県四万十市
にて地域づくりなどにも携わる。

2014年より高知県を出て木材商社にて5年間勤務。愛知県の木材市場での営業
や関東にて駅舎や保育園などの地域材調達の業務に関わる。2018年6月より高
知県にUターンし、家業である井上建築に入社。「木のこころを、人のくらし
に」をテーマにして、森の魅力や木造建築の魅力を発信中。

井上　俊彦 いのうえ　としひこ 合同会社ブランドスケープ

※農林水産食料品の輸出・海外販路開拓支援
　輸出実務、商流構築、輸出戦略、海外マーケティング、現地イベントの開催
等

※農林水産食料品のブランディング
　ブランド戦略、マーケティング戦略、現地プロモーション（SNS・メディア
活用）、ロゴやパッケージデザイン、新商品開発等

※地域のインバウンド観光促進
　国別のインバウンド戦略、現地プロモーション（SNS・メディア・現地イベ
ント）

井上　弘司 いのうえ　ひろし CRC地域再生診療所

○全国各地にて、観光・ツーリズム・６次産業化・雇用創造・中山間地域振興
等の講演、年間指導
１．地域診断の実施（地域課題の整理分析 ）および課題に基づいた人材育成
２．地域再生・地域振興に必要なアドバイスの実施
　・グリーン・ツーリズム､､ニューツーリズムの推進支援
　・ DMO、観光まちづくり事業体の設立指導
　・ 地域再生の手法や地域づくり・人づくり
　・ 地域資源開発(６次産業化支援）
　　食､文化歴史､直売所､農村レストラン､農家民宿、体験プログラム、ツアー
造成指導
　　有害鳥獣対策と活用
３．地域人材育成プロデュース
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氏名 ふりがな 所属名称 取組概要

伊原　和彦 いはら　かずひこ
ＥＴＣ　教育旅行コンサルタ
ント

◆観光・交流（教育旅行や着地型観光誘致） 観光協会・商工会・受入協議会
等の教育旅行誘致アドバイザー 体験プログラムの開発・インストラクター育
成 第一次産業を活用した民泊等受入組織の人材育成・マーケティング支援指
導 観光振興・観光まちづくり・地域活性化をテーマとした講演・セミナーの
講師 着地型観光の講師や商品造成・人材育成・支援指導
◆地域産業・イノベーション・農商工連携 地域活性化支援アドバイザー 地域
特産品の開発・食の開発やマーケティング支援指導

今村　展大 いまむら　のぶひろ I・Sコーポレーション

沖縄県において地域産品の企画開発（沖縄県最優秀県知事賞受賞）、Eコマー
ス、WEBマーケティング会社設立を経て、2005年沖縄県産業振興公社専門アド
バイザー、沖縄県商工会連合会エキスパートに就任。その後、地域特化型グル
メサービス「ちゅらグルメ」を創設。県民限定のお得なサービス「ちゅらと
く」創設など観光媒体業において数々のサービスの立ち上げを行う。2011年か
らは更なる地域発展を描くビジネスを追求すべく、行政との連携を深め、2013
年には日本初の取り組みである映画をツールとした地域活性化を沖縄県名護市
名護大通にて実施。映画「がじまる食堂の恋」を製作、全国公開並びに全国の
蔦屋にてレンタル・セル展開。その後は、マイナビとのジョイントベンチャー
による台湾香港向け観光媒体「珍遊沖縄」を創刊。2014年には株式会社全国商
店街支援センター「商店街よろず相談アドバイザー」、経済産業省キーパーソ
ンに就任する。2016年には、これまで培ってきたブランディングノウハウを体
系化し、地域メディア及びブランド構築に主力をおいて活動。2017年から効果
的なブランディング戦略の一環としてyoutubeでの動画メディア構築を実践。
業界内における世界一の情報発信チャンネルの構築を行った。その他、水産業
の６次化ブランド構築など主にメディアを中心においたブランディング戦略を
行っている。

岩崎　亘 いわざき　わたる
株式会社ベジクル/株式会社
イージェイ/株式会社奥駿河家
守舎

リクルート在籍時、クライアントである東証一部上場ブライダル企業と、伝道
師の地元であるみかん農家（実家含む）を繋ぎ、CSR×教育研修として、人手
不足の農家の農作業の手伝いや、廃棄していた摘果みかんを使用した酢を開発
し特産品として販売するというプロジェクトの推進を支援。
フォーバルでは、神奈川県伊勢原市にある「石田牧場」の6次化事業である
ジェラート屋の立ち上げ〜軌道に乗せる
ところまでのコンサルティングを行い、人気店に育て上げた。
農業法人である和郷では、都市と農村を繋ぐ「農園リゾート」という新しいコ
ンセプトを打ち出した滞在型施設「THE FARM」や「THE FARM CAFE」等を立ち
上げた。
起業したイージェイでは、廃棄するか二束三文で売られてしまう規格外農産物
や未利用農産物を活用し、コールドプレスジュースという付加価値の高い商品
を製造・販売している。熊本県合志市の農産物だけで作ったジュースを開発
し、東京にある自社店舗でPRしながら販売することで、地域や地域の特産品の
認知度向上に貢献するなど、トレンドに上手く乗せた地域活性化を行った。現
在は和歌山県の有田みかんの販路開拓支援等、コンサルティングを行ってい
る。
奥駿河家守舎では古民家をリノベーションしたゲストハウスの運営、アグリ
ホールディングスでは地域のこだわり食品の輸出支援に通り組む。

臼井　純子 うすい　じゅんこ
オフィス・ウスイ/NPO法人日
本風景街道コミュニティ

・地域活性化にかかわるさまざまな事業について、経営視点から事業の構築、
マーケティング、プロモーション、継続的な運営手法、経営全般についてアド
バイスをおこなっています。
・地域の資源「ひと、もの、金、情報」の有効な活用方法、人材発掘と育成な
ど、その地域の特性を活かした地域活性化策（産業振興、観光、移住・交流な
ど）を、地域の住民とともに、地域に根付くやり方で実施していくことを何よ
り大切にして、取り組んでいます。
・地域の事業者の「家業」をどう「企業」まで底上げしていくか、経営のイロ
ハについてわかりやすくく指導・育成を実施しています。
・地域リーダー、女性起業家の育成・指導・助言を行っています。
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内田　勝規 うちだ　かつのり （株）オフィス内田

≪講演記録≫
　北海道経済同友会、中小企業家同友会、経営合理化協会、北海道庁、鹿児島
県、各地商工会、帯広信金、北海道銀行、福岡銀行、楽天、目白大学など
≪講演テーマ≫
　地域ブランドについて、売れる物作りについて、食の可能性と課題、首都圏
の顧客ニーズについて、北海道物産展に見る地域ブランド
≪マスコミ紹介記事≫
＜テレビ＞
　日本テレビ『リアルタイム』『秒ヨミ』『ズームインスーパー』『ズムサ
タ』『スッキリ』
　テレビ東京『ルピコンの決断』『日曜ビッグバラエティ』『グルメ魂』『戦
士の逸品』『ワールドビジネスサテライト』
 ＮＨＫ『クエスタ』
　ＢＳフジ『プライムニュース』、ＮＨＫ、テレビ朝日、ＴＢＳ各番組
　北海道各局『ＨＢＣ』『ＳＴＢ』『ＨＴＢ』『ＵＨＢ』『ＴＶＨ』　
＜新聞＞
　日本経済新聞、朝日新聞、日経ＭＪ、北海道新聞、十勝毎日新聞
＜書籍＞
　フォーブス、週刊ダイヤモンド、日経トレンディ、到知、戦略経営者、スト
アーズレポート、クオリティ
　新潮社『旅』（連載中）

内海　芳宏 うつみ　よしひろ 日本真珠輸出組合

神戸旧居留地における芸術文化の発表（音楽、美術等）による集客
（特にインバウンド来日客にむけた地域特性を活かしたもの）
での成功や、神戸マラソン等の地域特性を活かしたアドバイス
など、日本産海水産真珠や、食品の海外現地におけるブランディング
での成功からの経験・手法を講演、教育現場等でお伝えしております。

江口　健介 えぐち　けんすけ
一般社団法人　環境パート
ナーシップ会議

環境分野の中間支援組織である地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）の運
営業務を中心に、環境NPOの基盤強化、企業のCSR、環境パートナーシップ形成
等への支援を行う。
主として環境省事業である「地域活性化に向けた協働取組の加速化事業」の事
務局業務を担当し、環境NPOと自治体、また必要に応じて企業や研究機関、学
校、第1次産業などあらゆるステークホルダーとの協働体制構築の支援を全国
各地で行ってきた。

越護　啓子 えちご　けいこ 杉野服飾大学

南会津町「地域競争ビジネス支援事業」伊藤園贈答用ミニトマトジュース開発 
・三宅島「国境離島交付金事業」青汁開発 他・八丈島、青ヶ島、知夫里島、
佐渡島、種子島他、離島交付金受託者他事業支援多数 ・南信州果実フードロ
ス凍結新商品事業化支援・文科省全国生涯学習フェスティバル「まなびピアふ
くしま」メイン事業県民巻き込み映画製作企画開発 ・洞爺湖サミット記念事
業映像企画制作 ・厚生労働省宮城県「新規学卒未就職者向け就労支援事業」
人材育成プログラム開発制作実施 ・厚生労働省札幌市「ジョブスタート」プ
ログラム開発制作実施 ・日本ハム×福島復興支援事業 ・熊本阿蘇高菜漬け欧
州輸出マーケティング事業(経産省) ・熊本県八代市「菜種」「ごま油」ブラ
ンディング商品開発販売促進(ザ・ワンダー500選出・経産省)  ・岩手県、宮
城県、福島県事業サポート復興庁専門家支援 その他

大島　肇 おおしま　はじめ ㈱アール・ピー・アイ

大学在学中より漁村や水産業を対象とした調査・計画に従事。㈱漁村計画研究
所、財団法人漁港漁場漁村技術研究所を経て現職。地域経済の分析、産業振興
とりわけ水産業や漁村振興に主に取組んでいる。水産業や漁村の振興のため、
平成22年より、全国の漁業者等と共に、㈱エンジョイ・フィッシャーマンを設
立、取締役として、都市漁村交流、食育、魚販売といったプロジェクトの企
画、運営、調整にも取組んでいる。
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岡崎　英人 おかざき　ひでと Okapi Service

経済産業省実施の産業クラスター計画の推進機関として、広域多摩地域（埼玉
県南西部・東京都多摩地区・神奈川県中央部＝ＴＡＭＡ地域）が世界有数の環
境に配慮したものづくりの新産業創出拠点となることを目標に掲げ、ＴＡＭＡ
のポテンシャル（多数の優秀な中小企業や理工系大学の集積など）を活かし
て、産学官に金融を加えた人的ネットワークの構築・活用（ＴＡＭＡ協会には
約150名の登録コーディネータがおります。）と企業の新事業創出活動を支援
する施策の立案・実行を進めました。特に、日本の他地域との「広域的な連
携」や、市場に大きなインパクトをもたらす研究開発・技術開発につなげるた
めの「大手企業との連携」、市場として魅力がある中国を初めとしたアジア、
中小企業が拘りを持ってものづくりをしているイタリア、イノベーションのる
つぼとも言われるシリコンバレーの展開に力を注ぎました。
現在は、コンサルトとして意欲ある中小企業の戦略的事業展開や自治体・支援
機関とタイアップして地域産業活性化のご支援をしております。

尾形　恵子 おがた　けいこ 有限会社ティップス

マーケティング、マーチャンダイジング、販売戦略や広告戦略を得意とし、現
在は主に食品製造業、食品小売業、飲食業、旅館ホテル、農業法人等を中止
に、①新商品開発や事業開発、店舗開発、②講演・研修業務（商品開発、マー
チャンダイジング、マーケティング、事業計画作成、新規創業、販売促進等の
テーマが中心）③経営改善や事業再生支援、④ＩＴ活用による販売や販促支
援、広告戦略の立案や広告媒体の企画・監修等を手がけている。　1998年に通
産省（現経済産業省）の新規成長産業連携支援事業にて旧中小企業事業団の委
託を受け、コーディネーターとして活動。2001年頃より、地方の中小・ベン
チャー向け経営コンサルティング業務をメインにシフト。複数の公的支援機関
等にて主にベンチャー企業や成長性の高い中小企業の新事業開発支援、アグリ
ベンチャー支援、経営改善支援の他、公設試の研究評価や政府系の技術開発型
事業の研究評価を手掛ける。2008年より3年間産学連携事業にて科学技術コー
ディネーター業務（H20年度文部科学省地域学術振興事業、H21年度文部科学省
都市エリア産学連携促進事業、Ｈ22年度文部科学省地域イノベーションクラス
タープログラム（ライフサイエンス分野））に携わった。

岡田　基幸 おかだ　もとゆき
財団法人上田繊維科学振興会
（ＡＲＥＣ）

　地方における新事業創出、新産業創出は、日本の急務の課題ではあります
が、未だ多くの課題を抱えているのが現状です。また、地方では、首都圏・大
都市圏の成功モデルの単なる真似ごとだけでは解決できないことが多く、地方
都市独自の新事業創出、新産業創出への仕掛け・取組みが必要です。
　上田市産学官連携支援施設（浅間リサーチエクステンションセンター（ＡＲ
ＥＣ））は、信州大学との産学官連携による新事業創出、新産業創出を目指
し、上田市が文部科学省の研究交流促進法の認定と経済産業省の補助金を受
け、２００２年に信州大学内に設置した施設です。早や8年を経過し、地方都
市発の数多くの新事業が生まれてきております。さらには、「設置以来満室」
「地域中小企業１80社超の有料制会員組織の構築」「事務局少人数体制」によ
り、設置主体の公的支援にたよらない自立運営を可能にしております。「地
方」という厳しい環境下ではありますが、人財をはじめとした地域の素材を
じゅうぶんに活かし最高のパフォーマンスを出し続けています。

岡本　英志 おかもと　ひでし
マルチプロデュースオフィス　
プラス

経営革新や地域振興・農商工連携などは、言葉による事業化プランは立てられ
るが、具体的に実行して実績を上げるところまでたどり着ける事業者は多くな
い。机上のプランニングではなく、事業者に並走しながら、企業の潜在能力を
引き出し、営業方法やプレゼンテーション方法などもプロデュース。地域資源
と地域産業の連携す推進しながら、農商工連携・6次産業化などのアライアン
スを通じて、地域産業の振興や街づくりに貢献しています。

小倉　龍生 おぐら　りゅうせい 公益財団法人はまなす財団

テーマ：人口減少社会を前提とした新たなステージに向けた地域づくり全般

◯地域資源活用による地域活性化
◯地域経済の域内循環の再構築
◯地域づくりのための新たなデスティネーション・マネジメント
◯販路拡大に向けたブランディング戦略とマーケティング戦略

小野塚　喜明 おのづか　よしあき しおざわ版ダッシュ村

四季を通して農業と観光の結び付きをツーリズムへ
のろしプロジェクトでは自立型事業へ
産業廃棄物処理場計画から環境モデルへ
各地へ講演活動
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甲斐　寛人 かい　ひろと
特定非営利活動法人シンクタ
ンク九州

中心市街地商業活性化アドバイザーとして、中心市街地活性化基本計画の作
成、中心市街地活性化協議会の運営に関するアドバイス等を行ってきました。
また、中心市街地タウンマネジャーとして現場における実践的な活動も行って
きました。また、商店街活性化アドバイザーとして、商店街の活性化に関する
アドバイスも行っています。
地方創生の人口ビジョン・総合戦略の策定支援や、総合戦略に基づく地方創生
のための事業の立ち上げ支援に携わっています。

片岡　由美 かたおか　ゆみ
一般社団法人　東京都中小企
業診断士協会　城南支部

●「観光」に関すること→マップづくり、シンポジウムコーディネート
●「まちづくり」に関すること→　イベント企画・実施、まちづくりーク
ショップ
●「商業活性化」に関すること→　商店街・個店コンサルティング、商店街青
年部勉強会の実施、創業セミナー・相談、空き店舗対策
●「食」に関すること→　地域産品などの開発、人材育成（特に女性）

勝本　吉伸 かつもと　よしのぶ 株式会社シンセニアン

農産物直売所の出荷者や運営者、行政関係者を対象とした講演が年間100回以
上に上る。また、販売額の低迷している直売所に対する経営改善や農産加工品
の開発支援等を目的とした各地の直売所の訪問も、年間100か所以上を数え
る。
講演や直売所の訪問では、直売所の責任者であった実経験と知識、農業改良普
及員や農協営農指導員の経験を生かし、現場に密着したコンサルティング業務
と身近で具体的な情報提供、さらには農産物の栽培対策と加工品の販促対策に
重点を置いている。

加藤　孝一 かとう　こういち カルネコ株式会社

【理念】　 『日本の森と水と空気を守る』 
【しくみ】　環境貢献プラットホームEVI ※95の森林クレジット（県別カバー
率84.3％）預託
【目的】　森と企業と消費者を結び、クレジットの流通促進、環境保護の支援
を行う
【事例】  ■規格外のりんごをドライフルーツへ。規格外の椎茸をブランド化 
　　　　　 ■地域住民による電気代節約活動と地域経済の活性化を支援
　　　　　 ■国産材・間伐材の利用促進のための販売サイト構築・稼動
　　　　　 ■被災地の森林保護活動を支援する防災キャンペーンの企画・実
施（3年間）
　　　　　 ■観光と環境貢献の融合＝GREEN&CLEANリゾートの推進
　　　　　 ■EVIがサポートした取り組みの3事例が受賞
               鳥取県日南町…日本ｶｰﾎﾞﾝｵﾌｾｯﾄ大賞農林水産大臣賞受賞
（2016年）
　　　　　 　 秋田県横手市…カーボンオフセット大賞農林水産大臣賞受賞
（2017年）
　　　　　　　株式会社八葉水産…東北カーボンオフセット大賞グランプリ受
賞（2020年）

加藤　裕之 かとう　ひろゆき
東北大学未来科学技術共同研
究センター

下水道が有する資源を農業に利用することは、下水道の有するイメージ等から
なかなか難しいプロジェクトである。全国的なベストプラクティスを紹介する
ことで、進めるための技術的手順、地域内のコミュニケーションの取り方、マ
スメディアの活用等を織り交ぜながら、次第に普及展開していく方法を理論化
している。この普及理論は、下水道の農業利用にとどまらず、さまざまな地域
活性化のためのムード作りにも役立つと考える。

金井　藤雄 かない　ふじお
生薬コンサルティング/学校法
人明治薬科大学

１、ベトナムにおける桂皮の栽培について事業化に成功し村全体の活性化につ
なげた。　２、ロシアのアルタイ州などにおいて甘草の野生収穫および栽培・
集荷を行い地域の活性化へつなげた。　３、ロシアのイルクーツク州において
麝香鹿の育成と集荷、狩猟許可に基づき麝香鹿確保、麝香牧場に放牧・育成し
麝香を集荷するビジネスモデルの構築を実施した。　４、ブラジルにおける牛
黄・吐根などの生薬の集荷、日本薬局方による品質管理の指導等を行ってい
る。　５、三重県における薬用植物栽培事業について専門家として委嘱を受け
て活動している。　６、各市町村からの問い合わせをいただき丁寧に薬用植物
栽培の相談を受けております。7､ＧＭＰコンサルタントとして生薬管理責任者
の教育訓練、製薬企業の手順書・基準書作成、生薬鑑定・生産実務（鏡見
等）、定量など分析実務、各種バリデーション実務を指導している。 ８、医
薬品の承認申請業務のアドバイスを行っている。
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金丸  弘美 かなまる　ひろみ 有限会社万来社

１）食のブランド化。食の品種、栽培法、文化、栽培歴、出荷法、料理までを
調査テキスト化。実際に料理を作るワークショップを開催しレシピ化。これら
をマスコミなど対象をしぼりプロモーションを展開する活動を展開。これらを
雑誌、出版と連動さえている。
２）食のブランド化と、保健課、栄養士、学校給食、など総合的なデータを連
携。食育推進と医療費削減から、食育推進連携事業を展開。
３）地域の景観、宿泊、食を組み合わせ、現地ツアーを実施。観光客誘致事業
を実践。
４）依頼のあった地域の特性を現地調査を行い、地域振興政策を、地域の人た
ちと練り上げ、政策に反映させる手法を合宿形式で展開。地域にノウハウを形
成していく仕組みを展開。
５）空き家をリノベーションをしたゲストハウス、歴史的建造物を使うなど、
地域のあるものを使い公開講座を開催。空き家の活用、インバウンドにつなぐ
ツーリズムのノウハウ連携事業を展開。
６）イタリア・アグリツーリズモ、フランス・味覚ワークショップなど先進地
のワークショップを現地ツアーをコーディネートを行う。

唐橋　宏 からはし　ひろし 有限会社　會津きり屋

そばによる地域づくりで北海道から沖縄までの数十か所で指導を行う代表的な
ところは、富山県利賀村のそばの郷づくりとそばによる国際交流、北海道幌加
内町のそばの振興、栃木県日光市のそばまつり、長野県松本市のそばまつり、
会津のそばによる地域振興、福島県内のソバネットワークの構築と地域振興、
この他数十か所のそばによる地域振興、またネパール、韓国の平昌　モンゴル
のそばの振興(朝青龍とともに）実施するとともに全国のそばの地域づくりと
そなの振興団体「一般社団法人　全麵協」の発足から25年組織づくりを副理事
長の立場で作り上げました。

川口　真 かわぐち　まこと
標津町産業クラスター創造研
究会

食中毒の風評被害によって、地域経済が危機に直面した事から、万が一にも食
品事故を起さない取り組みとして、漁場・市場・加工・流通までを一貫した浜
の高度衛生管理システムの｢地域ハサップ」を樹立して、11年を経過。今や
「地域ハサップ」は町の誇りや魅力として、鮭や帆立貝のブランド化に大きな
貢献をしている。　又、この活動を消費者に知らせるために、漁港などの生産
現場を開いて消費者への「観光体験の拠点」としての活用を図った「標津版エ
コツーリズム事業」を創設し、鮭の荷揚げや水産加工などの産業現場体験や漁
業者との交流を中心に、農業も含めた産業や生活、自然など町の足元にあった
｢何気ない地域資源」を「体験観光素材」として磨き上げ、町民ボランティア
観光ガイドの養成と組織化の融合によって、今や20校余りの修学旅行が関東・
関西方面から訪れる「目的観光地」として成長した。これは、生産現場を開く
という「産業の観光化」によって、「観光が産業化」したものである。

河崎　妙子 かわさき　たえこ （有）河崎妙子事務所

有限会社　河崎妙子事務所はコンセプト作り、店舗レイアウト、メニュー開
発、スタッフ教育、広報活動など、1店舗を立ち上げるためのノウハウを提
供。特に女性の立場から見た店舗のプロデュースやメニュー開発を得意として
います。主な活動範囲は、
①「食」に関すること→食材研究、商品開発、人材教育、料理講習会の実施等
②「観光・交流」に関すること→コンセプトに合わせた商品開発、店舗の立ち
上げ等
③「学び」に関すること→食材研究、ワイン、チーズ、スパイス等の使い方や
知識についての勉強会を実施、薬膳料理の勉強会等、各地の食材を生かした幅
広い講習会を実施

河部　眞弓 かわべ　まゆみ
音楽で地域を元気に！
KAWAVEX・石州犬研究会

1空き家活用・定住促進 2コミュニティ・ビジネスネネ開発支援 3地域マーケティ
ングネ、特産品開発 4地域のIT化促進、ネット通販 5交流促進、田舎ツーリズム ネ
　これらの現場での活動を通して痛感する今後の地域振興課題や解決のポイン
トなどを歌詞にして楽曲を製作し「Kawavex」としてトーク＆ライブ活動も行
なっています。（例）UIタンゴ（定住促進はUIターンしたその後が重要）・空
き家のロッケンロール（全国820万個超の空家の嘆き）・このままでエンカ！
（少子高齢化、人口減少、本当にこのままで、ええんか？）・地場サンバ（地
場産業をマーケテングして地域を世界に売り込もう！）等
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菅家　洋一 かんけ　よういち 会津土建株式会社

◎平成22年：地元、会津のシンボル鶴ヶ城周辺の活性化の一環として、「アド
リア北出丸カフェ」をオープンした。国内初のＣＬＴ工法を駆使し、自然との
調和、省エネ、環境に最大限配慮し、癒しのカフェとして市民・観光客の憩い
の場となっている。（平成24年　会津若松市景観賞、平成25年福島県建築文化
賞特別賞受賞）
◎平成25年：福島県森林土木建設業協会の発起人となり、協会設立、会長就
任。県内168社の会員とともに、県内森林土木事業の活性化、木材の新たな活
用（ＣＬＴ）の普及に取り組んでいる。また、地域資源を活用した「循環型社
会の形成」に力を入れている。
◎平成26年：林野庁「森林整備加速化・林業再生基金事業」に採用され、東日
本初のＣＬＴを活用した共同住宅を建設中（福島県ＣＬＴ推進協議会管理事業
者）。構造見学会、シンポジウム等を開催し、ＣＬＴ普及に努める。
◎復興庁「『新しい東北』先導モデル事業」において、CLTを活用したエネマ
ネハウスを建設し、芝浦工大と共同で、省エネ（温熱）環境の計測を行い、将
来スマートタウン構想実現を目指している。
◎平成28年～現在：会津地域13市町村の産学官が一体となった、会津
「The13」事業協議会を設立し、副理事長として森林資源を活用した地域創生
に取り組んでいる。

北尾　洋二 きたお　ようじ

株式会社ザメディアジョン・
リージョナル／大分県立芸術
文化短期大学 情報コミュニ
ケーション学科

「地域のために、地域を越えて」及び「新卒採用で地方創生」をミッションと
した、新しいタイプの「創職」サポート・「ジョブメーカー」として日々活動
しています。メディアのアレンジメントから出版・広告代理・編集プロダク
ション、まちづくりコーディネート・社会調査、ワークライフバランス、男女
共同参画推進、障害者雇用支援、新卒採用支援に至るまで、地域活性化から企
業活性化までをカバーします。「ご縁と感謝の経営」を軸にしながら、「ひと
づくり まちづくり くにづくり」をモットーに活動を展開しています。
● 地域活性化と発展は「雇用・就職」から／学生、企業、地域社会の立場を
しっかり理解し、お互いの納得度を高める就職支援と企業の採用支援（採用ノ
ウハウの提供、経営指導など）、そして地域コミュニティとしての場づくりを
行なっています。（実績：文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推
進事業（COC+）」、厚生労働省「地域人づくり事業」、島根県庁、山口県庁、
大阪府大阪市、岡山県岡山市、山口県山口市・下関市・岩国市、島根県益田市
など）
● 地域資源の掘り起こしを「若者目線」で／アクティブラーニング（サービ
スラーニング）の手法を用いたフィールドワークで、地域の課題を若者目線で
改善提案。「連携」という言葉の枠を越えた、地域づくりを展開しています。
（実績：文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業
（COC+）」、厚生労働省「地域人づくり事業」、日本環境協会「いきものみっ
けファーム」及び「こどもエコクラブ」、各自治体「まちづくり講演会」、
ソーシャルネットワーキングサービス（SNS／facebook、twitter、Instagram
など）を活用した情報発信事業及びイベント企画、SNSに関する利用実態調
査、地域の魅力度調査、大分県竹田市・豊後高田市・姫島村、山口県山口市・
下関市・宇部市、島根県江津市、高知県宿毛市、宮崎県串間市、山口銀行・山
口フィナンシャルグループなど）
● 地域の歴史をテーマとした研究活動、魅力発見及び研修事業展開／歴史街
道・萩往還散策マップ実行委員会、夢街道ルネサンス、知覧研修、萩・松下村
塾をテーマとした現地調査活動、月刊松下村塾・月刊高杉晋作・龍馬と長州等
の歴史ムック発刊とプロモーション、日本風景街道などの調査研究及び産学連
携のフィールドワークを実施しています。（実績：文部科学省「地（知）の拠
点大学による地方創生推進事業（COC+）」、鹿児島県南九州市、山口県周南
市・萩市・山口市・防府市・下関市、宮崎県串間市など）

北野　尚人 きたの　ひさと
広島経済大学　メディアビジ
ネス学部

・「地域絆と東京鮮度」をモットーに、マーケティングやコミュニケーション
の知識・ノウハウを活かし、地方都市ならではの情報や時間面での真の豊かさ
の実現支援に向けて活動中。
・今街中で起こっていることが分かれば、すぐに駆けつけられるサイズのコン
パクトシティだからこそできること、ワークライフバランスの良さをどう生か
すかを模索中。
・博報堂のブランディング・ノウハウを活用した「地ブランド構築」支援活動
も展開中。特に、最近は、農産物や水産物のブランド化、地方都市のブランド
化、地方ならではの「食」のブランド化、等に関してもチャレンジ中。
・「瀬戸内海」と「中国山地」「山陰地域」の魅力の棚卸しを、辛口の他所者
視点に立って推進中。
・大学へ移ってからは、マーケティング、コミュニケーション、メディア、広
告、広報、プランディング等を研究。
・学生に対しては、従来の常識に捉われない柔軟な発想で、物事を見つめ考え
ることを指導。



地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順） 農・林・水産業 令和２年４月１日現在

氏名 ふりがな 所属名称 取組概要

北村　省一
きたむら　しょうい
ち

株式会社サイテック

 【地域産業支援】 情報社会における企業のファインダビリティ（見つけても
らうこと）をテーマに、企業活動 の存在を知ってもらう基盤づくり（Smart-
PR等）、集客事業戦略を中心に取組んでいま す。具体的には、チラシづく
り、メディア活用を提案し、売上げ直結の支援を目指しています。
【地域づくり（人材育成・産業振興）】80年代後半、経済成長が鈍化する中、
地域振興（人材育成、産業振興）等の観点から 公立等の大学づくりが熱心に
行われてきました。福岡県、広島市、神戸市、滋賀県、兵庫県、和歌山県など
で大学整備に向けた企画提案、構想づくりのお手伝いして参りまし た。中で
も、広島市立大学や滋賀県立大学が設立され、地域に根差す先進的な大学と 
なっています。
【自然資源調査】 各地の河川整備に伴う自然環境調査、福岡の那珂川、和歌
山の日置川（河川水辺の国 勢調査）などでは魚介類調査を行い、地域資源と
その活用環境について明らかにし保全と創造の方向を提案しました。平成24年
には高浜町の産業振興のため、青葉山の植 物調査を行い、有用植物の選出を
行い、植物資源を活用した事業提案をしました。

衣笠　愛之 きぬがさ　よしゆき
(有)夢前夢工房　　（株）兵
庫大地の会

平成６年　・農業規模拡大を決意する（専業農家へ）　
　　
７年　・経営改善計画認定取得する（認定農業者）・無農薬栽培本格的にはじ
める　
　
９年　・生きがい農園を主催する　
１１年・農業生産法人設立　・夢そば作付け開始　・小学校農業体験に関わる
１２年・青空市場「夢」設立　・夢そば推進協議会を結成する
１５年・特定農業生産法人認定される　・夢そば乾麺完成　・ひょうご安心ブ
ランド取得（無農薬認定）
１７年・新規就農研修施設「夢工房」を設立する
１８年・環境創造型農業兵庫県モデル地区に認定される（１０ha）
２０年・食育アドバイザー指導を始める　・第1回田んぼアートを開催　・地
元スーパーとの連携開始
２１年・姫路市夢さき夢のさとの指定管理者になる（夢やかた）・農家レスト
ラン「夢工房」オープン
２２年・産官学連携商品開発への取り組み、米粉食品指導員免許取得（（財）
日本穀物検定協会）
２３年・６次化法認定（農林水産省）、食と地域の交流推進事業認定（平成２
３～２４年）
２４年～２５年・イチゴハウス（37a）、直売所「夢街道farm67」開設

久野　美和子 くの　みわこ 電気通信大学

グローバル経済・産業・社会の中で、日本や地域、個別の企業が生き残り、勝
ち残っていくためには、大学や研究機関の優れた研究・技術成果を社会的価値
に繋げていくことが極めて重要である。また、その方法としては、単独ではな
く、多様な知識をもった人材や組織との連携・融合が不可欠の時代となってい
る。このため、プロデユーサーの経験・ノウハウを活かし、１．埼玉・千葉・
茨城・群馬地域～東京(広域）の各大学や研究機関、支援機関と連携して、産
学による共同研究開発～新事業創出のしくみづくり、個別支援を行っている。
２．特に超高齢化社会に突入している現在、ライフイノベーション（健康・医
療・福祉・介護、食・農等）分野の共同研究～新商品開発・新事業創出が急務
であり、重点的な取り組みを行っている。３．日本の科学・技術の中心である
「つくば地域」で、「科学・技術産業イニシアティブ」(グローバル・オープ
ンイノベーション・プラットホームづくりを目指す、科学・技術、産業分野の
有志の会）を立ち上げ、様々な分野の専門家によるセミナーやプロジェクトメ
イキング活動等を実施中。４．ＮＰＯ法人「イノベーション・ネットワーク」
を有志で立ち上げ、若い・科学人材育成、「健康・食」の拠点作り等に注力。
５．地域活性化伝道師としても、１．～３．に関わり、地域や個別企業からの
相談に応じてプロデユース活動を行っている。

久保　智 くぼ　さとし プロジェクト熊野

熊野市役所在職中は、地域資源を活用した特産品開発として「さんま醤油（魚
醤）」や「どぶろく」など新たな特産品の開発に関わる外、直販や異業種連
携、ローカルネットを活用した地域産品の新たな販路を開拓してきた。
また、漁業の再活性化を図るため、安全安心の水産物生産や販路開拓について
ハード・ソフト両面から取り組みを行った。
個人の取り組みとしては、女性・中高齢者を社会資源と捉えたコミュニティビ
ジネスの振興に関わる外、園芸による社会弱者の社会参加を支援する「くまの
園芸福祉倶楽部」に参加しててきた。
１９９８年からは都市と大学と村とをネットワーク(村都連携・村学連携)する
「プロジェクトくまの」の現地世話人として活動している。



地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順） 農・林・水産業 令和２年４月１日現在
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久保田　良和 くぼた　よしかず 稲倉の棚田保存会

・多様な主体が関わる地域のまとめ役を担っている
稲倉は、H11に棚田百選に認定されたことをきっかけに、自治会を中心とした
「稲倉の保全と活性化をすすめる会」（現在の稲倉の棚田保存会）が発足し、
地域おこし協力隊も導入しながら、棚田米の酒米としてのブランディングなど
に取り組む。地域おこし協力隊等が設立したNPO法人まちもりが運営する「棚
田CAMP」等のアクティビティと連携しながら地域振興を図っている。
・岡崎酒蔵(株)が「信州亀齢 稲倉の棚田産ひとごこち純米吟醸」を醸造・発
売。酒蔵イチ推しの人気銘柄となる

神田　博史 こうだ　ひろし 大阪生薬協会

「地散地消」でなくて、地域の人、魅力を生かす「地産地生」であろう。いづ
れの取り組みも参加者、関係者の「百笑一喜」からである。
各地に出向き、地域の方々と直接触れ合いながら講演活動をさせていただき、
実現の方向に向けている。

古賀　方子 こが　　まさこ
特定非営利活動法人　全国街
道交流会議

「全国街道交流会議」には、街道や歴史文化を活用して地域づくり、交流・連
携に取り組む全国の自治体、民間団体、個人が参画している。全国大会の開催
やまちづくり情報の共同発進などを通じてネットワーク化を進めるとともに、
国、県、市区町村、住民間の連携をコーディネート。「往来再生」と「地域の
自立」をテーマに、各地で官民協働によるみちおこし、まちおこし事業に取り
組んでいる。

古川　充 こがわ　みつる
古川行政書士事務所/地域経営
コンサル 合同会社なるさ

・神奈川県庁から人口２０００人の小さな君田村役場に転職する。
１９９６年から宿泊、温泉などを備えた道の駅整備による村づくりを担当し、
１５年間事業の責任者を担う。住民２４０人の第３セクター経営により、年間
利用者２５万人の地域振興の拠点施設として持続経営の展開の基盤づくりを行
なう。経営に従事する中で、収益の一部を村役場に５億３千５百万円の寄付を
行なう。これを、村は、将来の施設修繕に充てる基金化する。
事務局や責任者として仕掛け続けた、組織、集落が下記を選奨
・２０００年   地域住民が連携した農村振興が認められ「豊かな村づくり賞
農林水産大臣賞」
・２００４年   道の駅を核とした地域振興が認められ「立ち上がる農山漁
村」に選定
・２０１６年   中山間直接支払活動が評価され「中四国農政局長表彰最優秀
賞」
・地域振興組織が持続可能な取り組み方策の選択として、組織の法人化、組織
運営の指導
・第３セクター経営の改善支援
・２００４年  「地域産業担い手たち・地域ビジネスリーダー」（経済産業省
中国経済産業局）

小島　大 こじま　　だい ささつな自治体協議会

全国各地の４０数人の首長陣が集う、ささつな（ささえる・つながる）自治体
協議会の議長・事務局としまして、会員自治体を中心とした住民の皆様の生活
に貢献・寄与する事を目的とし、都内の大学の教授陣や自治体職員と連携し
て、首長陣を中心としました交流促進のための意見交換会、勉強会、懇親会等
の開催などにより、地域を超えた複数の自治体間で締結しました防災協定を主
な活動として自治体支援活動に取り組んでおります。
  同時に、会員自治体の道の駅等の商業施設を連携させること等により、ス
ケールメリットを活用させることで、地域産業の振興、特産品の販売等による
地域経済の活性化活動に寄与して参りたいと思います。また地元大学の教授陣
と研究会を開催しての農業・教育分野を中心としましたまちづくり推進支援活
動と共に、ささつな自治体協議会と連携しております大手企業陣の集い、ささ
つなＣＳＲ協議会の企業メンバーと協働することで、ささつな自治体協議会の
会員自治体様を中心に多岐な分野において自治体支援事業を行って参りたいと
思います。

小島　玉雄 こじま　たまお サン・アクト株式会社

・地域の貴重樹木や天然記念物の診断や回復を通じた地域資源の保全、地域活
性化。
・サクラの樹勢回復による観光地の名所の保全、地域活性化。
・サクラでは、各種メディアへ取り上げられ、数多くの観光客が訪れる事例を
多数有する。
・樹木の診断技術開発を産官学連携で行い、地域再生に繋がる仕組みを多数構
築。
・京都大学等、大学と連携したプロジェクトを実施し、地域に貢献する仕組み
づくりの構築。
・各種メディアや企業との連携により、地域の再生・活性化に繋がる仕組みづ
くりの構築。
・サクラを活用した地域コミュニティの再生、活性化。
・樹木再生だけでなく、対象地域の活性化・立ち上げ支援。
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小島　由光 こじま　よしみつ
株式会社スーパーソニック　/　
五島列島水産流通株式会社

第３次産業（流通・外食マーケティング）の目線で第１次産業、第２次産業を
結びつける６次産業化を実践。地域の特産品を見出し、川下の流通戦略をもっ
て生産物が流通
し、地域活性化に繋がる仕組み構築を行います。 第１次産業・・・地域活性
化支援事業　農産物・水産物のブランディング及び流通提案。第２次産
業・・・地域特産品の消費マー ケットニーズ、ターゲティングを踏まえた商
品開 発提案。第３次産業・・・流通、外食事業 コンサルティング、経営分
析。 ●水産物（鮮魚）の産地直送の仕組み構築による目詰まり解消を行う。
飲食店への直接 流通によって生産者の収入高と購入者の仕入れコスト削減を
実現、また産地直送により最短時間で届くため鮮度保持が向上し、多くの水産
物流通につながる。（五島列島水産流通） ●地域活性化に伴う地元主体組織
構築と特産品開発、ブランディングにより地産地消型消費構造から地産他消に
拡大。地域の知名度向上と特産品販売増を実施。（久賀島 ファーム）●千葉
県鴨川市の海辺のエリアにおけるまちづくり計画のプロジェクトマネジメント
業務、総合交流ターミナルを中心とした地域グランドデザイン基本設計を行
う。（まちづくり計画）　●鹿児島空港の飲食施設基本コンセプト計画及び県
産品の商品開発により６次産業化を行い販路拡大及び店舗のコンサルティング
を行う。

古関　和典 こせき　かずのり 株式会社ＪＴＢ外商部

映画・映像を活用した地域活性化事業の推進。（主な事業実績）
・クールジャパン推進事業（自治体連携により、アニメの「聖地」の中国への
プロモーションならびに誘客事業）経済産業省
・映画「Ｒａｉｌｗａｙｓ」を活用した富山県のプロモーション事業（富山県
観光連盟）
・映画「天心」を活用した映画連携復興支援事業（茨城県）
・映画「銀の匙」を活用した帯広市プロモーション事業（北海道帯広市）
・日台合作映画「南風」による愛媛県インバウンドプロモーション事業（愛媛
県）
・連続テレビ小説「まれ」を活用した石川県・能登地方のプロモーション事業
（石川県）
・ロケ地紹介アプリケーション製作事業（東京都）
・映画「半世界」を活用した林業活性化と伊勢志摩地域のプロモーション事業
（林野庁協力・三重県）

後藤　健市 ごとう　けんいち
スノーピーク地方創生コンサ
ルティング株式会社

「場所文化」をキーワードに具体的な場の設定に関わり、地元の十勝・帯広で
は、北の屋台（2001）、スノーフィールドカフェ(2002)、東京では、場所文化
フォーラム(2002)、とかちの…(2007)、にっぽんの…（2010)の立ち上げと運
営に携わってきた。さらに、まちづくりのさまざまなアイディア実現のために
会社・団体を複数設立し、場所の価値を生かした実践活動を行い、全国各地で
の講演や、地域の元気人材を巻き込んだ活性化事業に携わりながら、コミュニ
ティビジネスやソーシャルビジネス創出の強化に取り組んでいる。また、２０
１０年から海外での活動を開始し、シンガポール、ハワイ、そして極東ロシア
など、アジア＆パシフィックエリアの地域との連携を視野に入れた事業に取り
組んでいる。地域活性化事業以外として、障害理解とコンプレックスの自覚の
ためのプログラムを行っており、また、ポケットサイズのカラー点字器を開発
し、「名刺に点字を入れる」ボランティア運動も展開している。（カラー点字
プレートは９８年度のグッドデザイン賞中小企業庁長官特別賞を受賞。）

後藤　卓治 ごとう　たくじ
一般財団法人　漁港漁場漁村
総合研究所

①全国の漁港漁村地域の活性化事例の調査を通じた、地域活性化事例の分析及
び評価方法に関する取り組み
②漁港・漁村地域におけるエコ化に関する取り組み
③漁港における水産物の安全安心を確保する為の衛生管理に関する取り組み
④東日本大震災により被災した地域の復興計画の策定に関する取り組み
⑤災害に強い安全で安心な漁業地域づくりの為の防災・減災計画に関する取り
組み
⑥子ども達に魚食を普及させるための取り組み

駒田　健太郎 こまだ　けんたろう コマケンラボ

2016年〜 会津地域インバンド推進事業（「サムライシティ会津観光再生事
業）コーディネート
2015年〜 栃木県鹿沼市「加蘇芸術村」プロデュース、アートディレクション
2015年〜 鹿沼市産梨「にっこりなし」の海外展開プロデュース
2013年〜2015年 岐阜県白川町エコツーリズム推進業務
2013年〜 会津の新しい地域ブランド「ハンサムウーマン」プロデュース（経
済産業省補助事業）
2013年　会津地域の観光地域づくり事業プロデュース
2013年　鹿沼さつき盆栽＆組子細工の海外展開プロデュース（経済産業省 
クールジャパン事業）
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氏名 ふりがな 所属名称 取組概要

小山　厚子 こやま　あつこ
浜とまちをつなぐ十三浜わか
めクラブ（非営利任意団体）

「市は出会いの場」を合言葉に、農家と食べネ手 協働して運営する直売市活動
「朝市 夕市ネットワーク」、地域の食と農を守る「鳴子の米 ロジェクトク」、
東日本大震災による 大津波でネ被害の大きかった南三陸沿岸漁村部（宮城県石
巻市北上町十三浜）の支援活動をきっかけに、漁家と都市の食卓をつなぐネ「婦
人之友 十三浜わかめクラブ浜」の活動に関わる。2020年4月、非営利任意団体
「浜とまちをつなぐ十三浜わかめクラブ」として独立。

小山　舜二 こやま　しゅんじ 鞍掛山麓千枚田保存会

かつては約1,300枚の田が広がっていたが、耕作放棄が進行し、373枚まで減
少、H3年、50歳の誕生日に四谷の千枚田を「地域の宝」と位置付け保存活動を
始動。H9に「鞍掛山麓千枚田保存会」を結成し、保全に向けた取組を続けた結
果、420枚まで復田。多様性に富んだ四谷の千枚田を主役に自然観察会、地元
小学校や高校、また、調理製菓専門学校等々の稲作体験学習の実施、企業研修
の場として活用するとともに、癒やしを求める外部との交流「お田植感謝の夕
べ」～灯そう千枚田～や「収穫感謝祭」を実施。会長として中心的な人物とし
て地域をまとめ、取組を推進している。

斉藤　俊幸 さいとう　としゆき イング総合計画株式会社

2003年関東学院大学まちなか研究室追浜こみゅに亭開設に参加（2003年）、有
明高専現代GP事業推進（文部科学省2005年）、全国水産高校生徒研究発表大会
四国大会で高知海洋高校うるめプロジェクト優勝支援（2009年）、国際教養大
学生による高校生向け英語合宿開催（秋田県由利本荘市、総務省地域力創造ア
ドバイザー事業2010年）、千葉県立松尾高校スーパーグローバルハイスクール
「地域から考えるグローバル・エイジング研究」（文部科学省2015年）、大阪
府立能勢高校スーパーグローバルハイスクール「国際協力の現場で判断力と実
践力を培うグローバル人材研究」（文部科学省2015年）、地域活性化センター
土日集中セミナー「魅力化による高校の生き残りと地域活性化」主任講師

佐々倉　玲於 ささくら　れお 一般社団法人いなかパイプ

高知県・四万十川流域に暮らしながら、「いなか」と「とかい」をつなげる事
業開発＆人財育成に取り組んでいます。海・山・川の一次産業の再生に向け
て、農家さんや漁師さんたちとインターンシップ事業や起業家育成の事業に取
り組んだり、商品開発や観光開発に関わるワークショップの企画運営を行って
います。

佐藤　安紀子 さとう　あきこ NPO海のくに・日本

・漁業と魚食文化について考えるシンポジウムの開催（1993年～）
・漁村の女性と都市部の女性の交流活動「浜のかあさんと語ろう会」（1996年
～）
・小学生と漁村が交流する海彦クラブ活動（2000年～2011年）
・小学生が離島を取材するわれは海の子活動（2012年～）
・水産の意義を伝える本の制作、発行「クジラから世界が見える」
・モロッコからナミビアまで西アフリカ22カ国の女性漁業者ネットワークを対
象に、日本のすり身文化を伝えるワークショップ活動を連続実施（2011年
～）。アフリカ開発会議にもアフリカの女性たちとともに参加し漁業の重要性
を発信。

佐藤　皓祠 さとう　ひろし 有限会社日智（ニッチ）

・地域環境と住まい手ニーズをしっかり検証したまちづくり計画の推進支援
・地域ポテンシャル分析とともに、「住まい手ニーズ」と「主体者シーズ」の
掘り起こし
・地域資源（人、もの、歴史、観光、文化、環境など）の開拓
・まち機能（医療福祉、教育、環境整備、生活利便施設など）の配置とゾーニ
ング計画
・まちづくりの担い手人材育成・継続できるまちづくりの仕組み造り指導
・地域コミュニティー創出に向けたサービスや収益事業、施設計画事業などの
指導
・中心市街地活性化基本計画の推進におけるプロセスマネジメントの指導

澤﨑　聡 さわさき　さとし 澤﨑聡事務所

行政・公共団体、地域企業を地域特性を生かした連携やゼロミッションなど発
想の転換で取り組んでいます。農商工・観光・新産業を、歴史、まつり、食、
文化を掘り起こし、地域のマインドを大切にしたアート・デザイン・ナレッ
ジ・文化発想で事業化。オンリーワンの地域づくり、人づくり、ものづくりを
展開。未来の主役、子どものための企画推進を実施。魚ブランド化や熊野古道
宿泊、和紙復活、希少茶継続など地域文化経済への取り組みや、文楽世界遺産
やロボカップ世界大会はじめグローバル戦略の現場経験から日本発プレミアム
ジャパン視点で事業戦略を実施。
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氏名 ふりがな 所属名称 取組概要

沢畑　亨 さわはた　とおる 愛林館

１：食
・近所の素材を中心に加工食品（味噌、漬け物、ドレッシング、クッキーな
ど）を製造販売。
・近所の素材を活かした「ふるさとレストラン」を月２回開店し、高齢者の活
性化に貢献。
・水俣の素材を味付けした本格タイカレー・インドカレーなどのレストランを
土日祝日に営業。
・そば/うどん/豆腐/こんにゃく/バウムクーヘンを２時間で作る体験教室。
・家庭料理を持ち寄り、食べる「家庭料理大集合」を１０回開催。集まった料
理約７００種はデータベースとしてまとめた。
２：環境学習
・ボランティアと植え、草刈り・つる切りを行った２１haの「水源の森づく
り」。
・棚田２５ａで香り米を耕作。５０ａの草刈りを山羊を活用して行う。
・会費をいただいた会員向けに大豆を育て、収穫を配当する「大豆耕作団」森
を棚田保全を行い、食育のプロを「棚田食育士」を養成し、屋根のない博物館
「村丸ごと生活博物館」でグリーンツーリズムを行う。
　熊本県「緑化功労者」、棚田学会「棚田学会賞」、総務省「過疎地域自立活
性化優良事例」総務大臣賞など受賞多数。

椎川　忍 しいかわ　しのぶ

（一財）地域活性化センター
／（一社）移住・交流推進機
構 ／日本創生委員会／地域に
飛び出す公務員ネットワーク

人材育成と地域おこしをライフワークとして、土・日・祝日を殆どつぶして全
国を行脚し、支援活動や講演を行う。
地域に飛び出す公務員ネットワークを結成。これを応援する首長連合の設立を
提唱。国際日本文化研究センターでは「森里海連環」の研究に参画。政策研究
大学院大学とも連携。
日本創生委員会では、林業復活・地域創生推進委員会アドバイザーとして活
動。
木島平農村文明塾、やねだん故郷創世塾、葉っぱビジネスの(株)いろどり、
TOSS（まちづくり教育）、ふれあい囲碁ネットワーク神奈川、高知県の地域産
業おこし、山形創生NPO支援ネットワーク、東近江市魅知普請、山梨農業協力
隊と故菅原文太さんの農業生産法人、日本フットパス協会、全国各地の市町村
職員研修所など数多くの活動と連携。

柴田　敏郎 しばた　としろう
独立行政法人　医薬基盤研究
所 薬用植物資源研究センター

　現在、漢方薬など医薬品の原料となる生薬や薬用植物の供給は中国はじめ海
外に依存し、自給率は12%になっている。近年、中国内での需要の増加や物価
の上昇の影響で生薬や薬用植物の価格が高騰し、安心・安全な国内産の生薬や
薬用植物の安定供給が業界（需要者）から求められている。一方、地域活性化
の一環として薬用植物栽培への取り組みを求める声が全国の地方自治体や農業
従事者（供給者）から上がってきているが、医薬品業界の求める品目や品質及
び価格情報が正しく伝わっておらず、また、種苗の確保や栽培の指導者が不足
していることもあって需要と供給のマッチングが進んでいない。
　このような現状から、業界及び全国地方自治体からの要望をマッチングさせ
国内栽培を振興、普及させるために、現地での栽培指導や助言を行う。このよ
うな活動を通じて、漢方薬など医薬品の原料となる生薬や薬用植物の安定供給
体制を構築し、自給率の向上及び農業や地域の活性化に寄与することを目指
す。

島谷　留美子 しまたに　るみこ (株)東北地域環境研究室

各地の観光調査、道の駅など地域の交流拠点施設等の企画、計画づくりにかか
わっております。これまで岩手県平泉町の世界遺産登録に向けた観光まちづく
り調査、宮城県大崎市、石巻市、秋田県横手市、山形県米沢市の道の駅建設事
業、青森県東通村などの観光調査、農水産物直売所等建設計画などのお手伝い
をさせていただきました。平成２３年度には、東北７県（新潟県を含む）の農
山村の女性起業家の動向を調査し、起業をめざしたきっかけ、困難にぶつかっ
たときにどう乗り越えたのか、事業を継続する上でのポイント、これからの目
標等についてインタビューを行ってまとめました。地域の皆様とともに考え、
課題を解決していくことを心がけております。
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志村　尚一 しむら　しょういち
有限会社ウィルビー/株式会社
源喜舎/劇団ぜんとようようく
らぶ

「一人一人のキラめきが輝く未来をつくりだす」をモットーに、資源の発掘と
活用の仕方、住民一人一人が人材（役に立つ人）となれるような人材育成を、
地域に密着して指導・アドバイスを行っている。これまで指導した地域の方々
からは、「自分達が気づいてなかった地域の可能性に気づかされ、実践方法も
具体的にアドバイスしてくれるので、確実に成果が上がる」との声をいただい
ている。
現在、岩手県西和賀町の産業公社・湯田牛乳公社の相談役として就任し9年
目、令和元年より花巻市東和町第三セクターのコンサルタントも務めている。
人材育成と、所得と雇用の確保を目的に、６次産業と相乗効果を生み出す協働
という手段を用いながら、地元の資源を生かした産業振興を推し進めている。
平成23年から、三陸の震災被災地で地域コミュニティ再生･復興のための支援
活動（延650回）を行っている。そのほかにも、全国各地で「６次産業化」
「農林水産業」「教育」「福祉」「人材育成」など幅広いテーマで、講演・研
修を行っている。
また、自身が主宰する劇団『ぜんとようようくらぶ』は、「介護保険」などを
はじめとする様々な課題を題材にした演劇を全国各地で多数上演。他にも、
「市民憲章運動推進全国大会」「全国農業青年交換大会」「農山漁村女性の日
記念の集い」などで、記念講演や演劇公演を行う。
平成29年からは、行政や地域の依頼を受けて、「共生型地域コミュニティ」や
「地域包括ケアシステム」の構築につながる住民の意識改革･行動改革を目的
とした講演･研修も行う。

白川　皓一 しらかわ　こういち 室蘭港立市民大学

【北辰商店会】
・商店会地域にある「札幌通り」の歴史を紹介する看板の設置
【ＮＰＯ法人羅針盤】
　豊かな自然と共生し、工業産業だけではなく、歴史文化も発信できる「みな
とまち室蘭」を自主自立の精神に基づき創造することを目的としたＮＰＯ法人
です。
・2002　シーサイドフェアー西胆振びっくり市開催（→2007 スワンフェスタ
となる）
・2004　室蘭港立市民大学（任意団体）設立
　　　　　※自主自立の精神に基づく「室蘭大好き人間」づくり
・2008　中央ふ頭空き倉庫を活用したジャズクルーズの開催（約10年）
・2012　室蘭港鉄人舟漕ぎ大会開催
・2013　「為せば為る蘭の鐘」を中央ふ頭に設置

新海　洋子 しんかい　ようこ
一般社団法人SDGsコミュニ
ティ

SDGsの達成の向けての、セミナー企画・講師紹介、教員を対象にしたESD研
修、主に中小企業を対象にしたコンサルティング等。
企業 を対象にしたファシリテーション研修、市民を対象にした参加型対話型
学習研修・イン タープリテーション研修、協働による地域の課題解決のため
のプロジェクト企画・運営・ コーディネート、 高校生を対象にした環境学習
プログラムづくり・実施支援、大学生を対象にした企業との協働による提案づ
くり支援等。

進士　徹 しんし　とおる
一般社団法人あぶくまエヌエ
スネット

１．地域防災対策。著書「まさかの時の生き残り塾」があり、災害教育の視点
から地域コミュニテイのあり方を探求します。東日本大震災・福島原発事故経
験から、非常時に対する備えなど地域間交流を日頃から活発に行う事の重要性
をお伝えします。日本＝災害列島。命・地域を守る事をシェアしていきます。
２．都市交流「ライフシェアリング」事業の提案をしています。過疎中山間地
域には課題が山積しています。課題を交流事業から解決してゆく手法の提案で
す。1年365日のあなたの7日間を地方で汗を流しましょう・・・
３．地域再生のあり方を、過疎地での自然学校活動経験からお伝えします。
キッズツーリズムで日本を元気にする。
４．指導者養成「自然体験・地域リーダー・人材育成・まさかの時の生き残り
塾」
上記事項を講演・セミナー・ワークショップ形式など受講者の参画型で行いま
す。　幼稚園・小・中・高・大学・専門学校、国立青少年自然の家、自治体、
各種グループからの依頼。
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須川　一幸 すがわ　かずゆき ㈱地域振興研究所/久留米大学

昭和58年から地域に入り、地域資源の調査の現場で「地域の宝物」を再発見す
る活動を実践してきた。イベントによる地域活性化から入り、商店街振興、観
光振興、農業振興、福祉や教育・文化の振興など地域のあらゆる分野の活性化
に企画・計画～実施～検証～時代に合った計画に修正～実施～検証と継続的に
地域と関わってきた。特に、宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町については、グリーン・
ツーリズムによる活性化にはじまり、商店街振興、観光振興、介護福祉計画、
長期総合計画と町のすべての分野に関わり、町のシンクタンク的存在としての
役割を担ってきた。その後、熊本県の農産物直売施設（道の駅物産館を含む）
の立ち上げ、再建、運営指導などを行い、長崎・佐世保・雲仙アンテナショッ
プ「キトラス」の販路拡大コーディネーターや福岡市商店街活力アップ支援事
業の手伝い、ＪＡ熊本直売所の運営アドバイス、限界集落での高齢者による地
域づくり活動支援等を行い、全国的には地域活性化センター「全国地域リー
ダー養成塾」の講師やNPO法人全国街道交流会議の理事として歴史街道市町村
の街道を活かしたまちづくりにも参画している。また、ＪＩＣＡで中央アジア
や中南米の行政研修の講師も務める。太宰府市では「米つくり隊」「カンボジ
アに井戸を掘る会」「東北の酒を飲む会」等地域づくりを地域住民と共に実践
している。九州・沖縄地域づくり会議顧問、九州国立博物館を愛する会アドバ
イザー、博多献上道中実行委員、スリートピアノプロジェクト実行委員を務め
る。現在は地域の最大の課題である地域組織再編について地域住民といっしょ
に進めている。

鈴木　邦治 すずき　くにはる
一般社団法人　頑張る地域支
援し隊

・地域イノベーション創出による地域活性化及び人材育成、まちづくり
・自治体の広域連携による情報通信を用いた教育、介護、農業等の推進
・新エネ省エネによる新産業の創出 
・地域資源を活用した６次産業の開拓
・防災、減災を踏まえたまちづくり（スマートコミュニティ）
・道の駅やインキュベート施設などの活性化
・企業誘致 ・公募事業による実証実験や研究ほか

鈴木　達志 すずき　たつし NPO法人伊豆自然学校

　地域コーディネーターとして、農山漁村の地域における資源を有効活用し
た、持続可能な着地型体験プログラムを開発し、地域全体を巻き込んだ観光プ
ログラムを確立させている。
　さらに、隣接市町との地域連携を図ることで、地域回遊も取り込んだ広域的
視野の取り組みも行い地域活性化を目指す。
　NPO法人伊豆自然学校を設立し、地域住民と観光客との接点となるビジター
センターを運営し、インストラクター人材育成から安全対策研修会、六次産業
化支援など様々な企画を実践している。

鈴木　輝隆 すずき　てるたか
立正大学経済学部／NPO法人銀
座ミツバチプロジェクト

山梨県甲州市勝沼町「㈱中央葡萄酒」の戦略とブランディング
八王子市「TAKAO 599 MUSEUM」の建設プロデュースと運営協議会のコーディ
ネート
北海道清里町「清里焼酎ブランド」形成や町の総合的ブランディングのプロ
デュース
愛媛県内子町石畳地区「小さな拠点を核としたふるさと集落生活圏形成推進事
業」プロデュース
熊本県人吉球磨日本遺産活用協議会「日本遺産人吉球磨ブランドづくり推進事
業」総合プロデュース（協力：建築家・隈研吾、デザイナー・原研哉）
北海道北竜町地域創造プロデュース（協力：建築家・隈研吾、デザイナー・梅
原真氏）
北海道東川町地域創造プロデュース（協力：良品計画、レオスキャピタルワー
クス）
北海道標茶町茅沼地区観光宿泊施設アドバイザー（協力：建築家・隈研吾、デ
ザイナー・原研哉）

関　いずみ せき　いずみ 東海大学海洋学部

全国の沿海地域(漁村)をフィールドとして、地域活性化やまちづくりに係る実
践活動、女性と地域・産業に係る調査研究などを実施している。
【具体的なテーマ】
・産地市場の機能変化に関する調査
・漁村女性の起業（六次産業化活動）に関する研究と支援活動
・地域社会の高齢化問題と安心して暮らし続けられる地域づくりに関する研究
・魚霊供養と地域水産業に関する研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　など

善養寺　幸子 ぜんようじ　さちこ
株式会社　日本農水産食品輸
出貿易センター

《地域の賑わいづくり・地域活性化》
　・都会の団地と地方の生産者を繋げ、高齢者対策と地域活性化の両方の課題
解決に向けた「団地の産直ぷちマルシェ」の事業化に向け、複数企業と協働実
践研究に取り組み中。
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曽根原　久司 そねはら　ひさし
特定非営利活動法人えがおつ
なげて

山梨県北杜市須玉町増富地域は、かつては農林業が盛んであったが、現在は担
い手の減少や高齢化に歯止めがかからず、集落崩壊の危機が迫る地域である。
高齢化率66％、耕作放棄地52％、という、いわゆる限界集落となってしまった
地域である。そんな状況の中、2003年4月の構造改革特区認定のもと、都市農
村交流活動を行うことにより交流人口を増大させ、地域の活性化につなげよう
とする活動が始まった。この活動の開始から約10年経過した現在、活動に賛同
した農村ボランテイア等も含めて都市部から約５０，０００人が訪れ、耕作放
棄地5haの復活、その農地での新たな形での農業生産、また企業の連携による
遊休農地活用等の成果も現れてきている。現在、連携している企業は、三菱地
所グループをはじめ、博報堂などの大手企業に始まり、山梨県内の金精軒、清
月などの菓子製造企業などである。また、全国の山梨、宮城、福島、三重、熊
本、福岡、佐賀、東京などで、都市と農村つなぐビジネスプランを作る人材研
修事業「えがおの学校」を実施している。受講された研修生は、７００名ほど
となっている。また、そのうち２００人ほどが、各地域で起業を果たしてい
る。

高橋　朝美 たかはし　あさみ
一般社団法人環境パートナー
シップ会議

学生時代よりグリーンツーリズムに携わり、有機農業が盛んな地域での農協職
員経験を経て、2014年より現職。主に関東圏内で、地域の環境課題解決に取り
組む様々な主体(市民団体、自治体、企業)をつなぐコーディネーターを担って
おり、協働取組やESD人材育成に関わる業務など、地域での環境課題解決に向
けた取り組みを支援している。

高橋　修一
たかはし　しゅうい
ち

ＮPО法人　あぐりねっと21

○国の各種交付金事業を通して多くの地域活性化実態を把握し、事業後も独自
でモニタリングなどにより、地域作りの調査研究を行っています。
○東日本大震災で被災した地域の復興のため、土地利用再編、新しいまちづく
りの指導助言を行い、円滑な復興事業実施に向けた支援を行っています。
○被災した自治会・町内会のコミュニティ再生のため、地域住民と一体となっ
て祭りの再開など地域活性化活動を実施しています。
○農村と都市の交流促進のため、各種の企画運営及び業務管理を行っていま
す。

高橋　肇 たかはし　ただし 山口大学農学部

「小麦栽培から始めるパンづくり」～山口県産小麦粉を使った地産地消パン普
及のとりくみ～
山口県周南市で「自分たちで栽培した小麦を収穫してパンをつくりたい」とい
う田舎好き、パンづくり好きの仲間たちとともに、石窯を使ってつくるオリジ
ナルのパンづくりを研究してきた。10年間の研究を通じて、山口県のすすめる
県産小麦を使った地産地消パン普及のとりくみにも協力してきた。小麦栽培、
小麦粉の製粉、石窯の扱い、パンづくりなどの科学として演出し、大学の公開
講座として市民に提供してきた。講座の受講生を介して仲間をひろげ、とりく
みをすすめている。このとりくみは、過疎高齢化で崩壊しようとしている地域
でのコミュニティ回復策の一例として農林水産業関係者から注目されてきたと
ともに、食育や食農教育の素材として環境教育関係者からも注目されてきた。

滝澤　恵一 たきざわ　けいいち

中小企業診断士滝澤恵一事務
所／（一社）長野県中小企業
診断協会／ＮＰＯ法人地域づ
くりクラブ

「自分を生きる、ともに生きる」をメインテーマに、ソーシャルビジネス、コ
ミュニティビジネス、農商工連携、商店街や観光業者と農林漁業者の連携の支
援。「暮らす、働く、生きる」「ゆらぎをつくる」「地域コミュニティ、ライ
フスタイルコミュニティ、ビジネススタイルコミュニティによりコミュニティ
を創る」「コミュニティとはともに生きていると実感できる場であり、場とは
時間と空間である」「地域の絶対的個性は歴史と文化であり、これを見つけ、
活かし、育てつなげるのは人であり、人的文化である」などの視点から、現場
でワークをし、「感じ、考え、動くこと」を伝えている。また、「地域づくり
は経営である」「経営とは、心と頭脳、身体を持った人の行為である」という
視点で支援を続けている。

田口　譲 たぐち　ゆずる NPO法人恵那市坂折棚田保存会

平成11年に『日本の棚田百景』に認定されたことをきっかけに、翌年、圃場整
備を開始、平成15年に開催された『全国棚田サミット』をきっかけに『坂折棚
田保存会』を結成、平成20年に『NPO法人恵那市坂折棚田保存会』（以下、
「保存会」）となった。
棚田の保全活動、文化継承活動、棚田オーナー制度などの交流活動、坂折棚田
米などの棚田ブランド推進活動を実施している、
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竹内　珠己 たけうち　たまみ
みなとオアシスもんべつ運営
協議会

平成１２年より東京直行便搭乗推進の為、促進ツアー等を企画、催行が可能な
二種免許の旅行会社を設立。エージェントと紋別-東京ビジネス便を策定、実
現に携わる。
平成２１年よりみなとまちの地域振興事業に取り組むため、みなと・まちづく
り女性ネットワーク・オホーツク会員有志で、株式会社を設立（㈱グローバ
ル・ポート・ダイニング山桜桃）。街中のにぎわいを取り戻し地域の魅力確立
を考え、地場の食材を提供しながら地域の触れ合い空間を創出。
平成２６年より、みなとオアシスもんべつ運営協議会代表として、港から地域
の活性化を目指し、海洋コンサート、流氷まつりイルミネーション点灯式な
ど、みなとの資産を活かしたイベントを開催。
平成３０年「みなとオアシスSea級グルメ全国大会inもんべつ」の開催に向け
市民団体への協力要請、広報宣伝活動を実施。「ほたて味噌焼きうどん」を出
店、グランプリを受賞し紋別の知名度向上に貢献。
令和元年、クルーズ船寄港提案書及び北海道紋別市のほか西紋別圏域を含めた
施設紹介誌を英語・中国語の2カ国版で作成。

竹田　純一 たけだ　じゅんいち
東京農業大学／農山村支援セ
ンター

山村活性化支援交付金事業（茨城県、高萩市、日立市、城里町、埼玉県秩父
市、小鹿野町、三重県いなべ市、福井県若狭町、島根県邑南町、大分県杵築
市）他（農林水産省）
社会的協働による山村再生対策構築事業「山村再生支援センター」（林野庁）
里地里山保全方策の検討とモデル地域づくり（環境省）
トキの野生復帰をめざした共生と循環の地域社会づくり（環境省、新潟県）
人と自然が織りなす里地環境づくる（農水省、環境省）
アベサンショウウオの保全と地域社会づくり（福井県庁）
神奈川県里地里山条例検討委員、里地里山づくり事業、他（神奈川県庁）
日本の里地里山30保全活用コンテスト事務
局（読売新聞、環境省）　イオン里地里山保全活動（イオン環境財団）、この
他、エコスクール、再生建築の調査、水俣セミナー、市民政策提言フォーラ
ム、かおり風景百選、星空の街あおぞらの街全国大会（環境省）

武田　昌大 たけだ　まさひろ 株式会社kedama

◎秋田県北秋田市に会社を設立。少子高齢化日本一・人口減少率日本一の秋田
の活性化をミッションとし奮闘。  《農業活性事業》 2011年、秋田県の若手
米農家集団トラ男のブランディングとネット販売・飲食店への卸売・体験イベ
ントなど独自販路の拡大。 出荷量を初年度の60倍に伸ばし、全国に約3000人
のファンを獲得。百貨店「高島屋」での販売や、無印良品のサイト販売などの
企業コラボも多数実現。都内飲食店への卸売販売など販路開拓された。  《古
民家活性事業》 2015年、秋田県五城目町にある築133年の茅葺古民家をリノ
ベーションして会員制のゲストハウス「シェアビレッジ」をオープン。　2015
年、グッドデザイン賞ベスト100・特別賞地域づくりデザイン賞受賞。全国に
残る古民家を村に変えることで都市と田舎を新たなつながりを拡大中。 

田島　信太郎 たじま　しんたろう 田島山業（株）

｢森づくり｣｢森林環境教育｣等のプログラムは、森林と林業、山村のライフスタ
イルを都市部の人々に紹介することを目的としている。国土の３分の２を占め
る森林と、そこに住む人々の暮らしを国民はほとんど知らない。山村は過疎化
を通り越して｢限界集落｣と呼ばれ始め、林業は既に「産業として成り立ってい
ない」とすら言われている。これすなわち「国土の３分の２が危機的状況にあ
る」ということだ。｢助けてくれ｣とは言わないが、せめて｢警告を発する義務｣
はあるのではないか。林業を効率化することで外材に打ち勝ち、更に森林と共
に暮らす魅力を紹介することで、山村は活性化すると信じている。

多田　朋孔 ただ　ともよし
特定非営利活動法人地域おこ
し

棚田地域振興法施行を踏まえ、現在関係市町村において棚田地域振興のための
協議会の設立、活動計画の策定作業を活発化させる予定。
このような中、「中越地震をきっかけに復活した奇跡の集落の棚田」と呼ばれ
る池谷集落の棚田保全・棚田地域の振興に中心的役割を果たす。
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舘　逸志 たち　いつし 公益資本主義推進協議会

平成18年～25年の8年間、北陸先端大にて地域再生システム論を開講。カリ
キュラムの作成、企画・運営に関わる。以来、大学を拠点とする産官学連携の
地域活性化に関わってきている。具体的には、北陸先端大では、温泉地の活性
化、伝統工芸と地域活性化、鳥取大では、地元出身の経済人の地域貢献活動の
支援としての大山活性化講座の開講、熱海・湯河原では民間主導で県境を跨る
広域的な地域活性化を進める取り組みを支援してきている。内閣府の経済社会
総合研究所においては、こうした大学の地域活性化システム論の展開を横断的
に支援するためにカリキュラム研究会を開催、平成24年度には「地域活性化シ
ステム論カリキュラム研究会報告書」
http://www.esri.go.jp/jp/prj/hou/hou061/hou61.pdf　を纏めた。平成20年
からは、木村俊昭氏らとともに地域活性学会の発足に関わり、現在副会長、研
究推進委員長として産官学の連携による地域活性化を各分野で推進するプラッ
トフォームづくりをお手伝い。公益資本主義推進協議会が進めるマイコミュニ
ティーフォーラムでは大学と地元若手実業家の連携による地域活性化を促進。
企業経営者の推進する産官学協力の地域活性化事業の推進をお手伝い。母校埼
玉大学では平成30年度から地元創業経営者などから学生が生業、起業、事業継
承などを学ぶ「実践ベンチャー論」を開講。現在、離島振興・地方創生協会の
発足に参画。2020年度には離島の農水産物のバリューチェーン構築に取り組む
予定。

橘　真美子 たちばな　まみこ
東京都中小企業診断士協会城
東支部／南伊豆応援隊

■現在の主な活動
<南伊豆応援隊>
　中小企業診断士の有志により結成された「南伊豆応援隊」にて、静岡県南伊
豆町の地域活性化に取り組んでいます。南伊豆町商工会からの依頼による事業
者様の経営支援や、特産品開発の支援、南伊豆町の総合計画等審議会アドバイ
ザー等を務めています。
<6次産業化支援>
　福島県、静岡県、千葉県、群馬県6次産業化専門家として地域の6次化に取り
組む事業者様を支援しています
<東京での活動>
　墨田区、葛飾区経営相談員として各区内の様々な業種の経営相談に対応して
いる他、東京商工会議所登録専門家、東京信用保証協会登録専門家として経営
相談に対応しています。
　特に、ホームページやSNS、GoogleマイビジネスなどのWebを活用した情報発
信についてのセミナーや個別支援のご依頼が多いです。
■得意分野
・6次産業化
・創業支援
・地域活性化
・補助金を活用した新規事業計画
・ホームページ、SNS活用によるWeb戦略

田中　淳一 たなか　じゅんいち
一般社団法人ローカルソ
リューションズ

これまでの企業経営・新規事業企画・PR企画などの経験を活かし、少子化対
策・移住定住・女性活躍等の分野に於いて、農業ICTやシェアリングエコノ
ミー等の新しいテクノロジーの導入によって地域の女性を取り巻く社会環境を
向上させ、旧来型の社会規範が根強い地域の「文化のスマート化」を推進する
など、地域の人口流出といった課題に対して様々なテクノロジーを複合的に活
用する取り組みを支援しています。

田中　丈裕 たなか　たけひろ
特定非営利活動法人　里海づ
くり研究会議

・アマモ場は、「海のゆりかご」と呼ばれ、海洋生態系や沿岸環境の保全に不
可欠であるだけでなく、ブルーカーボンとして温室効果ガスCO2の吸着固定に
も重要な役割を果たしている。「アマモ場再生活動発祥の地」と言われる備前
市日生町において、35年以上にわたって漁師達と共にアマモ場再生活動に取り
組み、ほとんど消滅したアマモ場を250ha以上にまで回復させた。これを契機
として周辺にもこの取り組みが広がり、2007年岡山市、2013年瀬戸内市が着手
し、1980年代に県下で約550haまで衰退したアマモ場は2015年には約1，845ha
まで回復、2015年には笠岡市、寄島町、玉野市も参画して活動範囲はほぼ県下
全域に拡大、さらなるアマモ場の回復に注力している。
・アマモ場再生活動など里海づくりをベースとして、2013年からは小中高校の
子ども達、一般市民、農林業者など世代や立場・地域を越えた活動を展開する
とともに、「みなと学習会」・「みなと親子学習会」などを企画開催し、海の
生き物と触れ合いながら、港や海についての学びの場を提供するなど、学校教
育・社会教育としての海洋教育の推進に取り組んでいる。
・森里川海の連環を基軸に据えながら、備前市・笠岡市など「里海」と真庭市
など「里山」を結び、さらには人と物の流れで里海・里山・「まち」を繋ぐこ
とにより、真の循環型地域社会の構築を目指している。
・シンポジウムや交流集会、ワークショップなどを企画開催するとともに、国
内外の各地において講演や学会活動等を通じ、里海概念の普及と里海づくりに
奔走している。
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田邊　寛子 たなべ　ひろこ
まちひとこと総合計画室／う
なぎのねどこ／ご近所大学う
などこキャンパス

【アドバイザーとしての取り組み】
・観光：地形や境界など地理的な要素も地域資源ととらえ、歴史や産業と合い
まったその地域らしい観光づくりを持続可能な仕組みづくりを視点にアドバイ
スをしている。
例）長野県辰野町：横川渓谷地域資源活用観光モデルコースの住民の主体的な
開発事業に講師として参画。
・社会福祉：離島の福祉について、地域資源の活用し、障がい者や高齢者の
「生きがい」「自立」「持続可能」を視点に場づくりの支援を行っている。
例）鹿児島県徳之島：社会福祉法人の複数の施設の再編と改善を地域と連携し
た施設づくりのアドバイザーとして参画。
【コンサルタント・景観デザイナーとしての取り組み】
・景観デザイン：その地域の地域資源である風景は人々の暮らしと生業が根本
にあり、ハードのデザインだけでなく、ヒト・コトづくりにつながる関係のデ
ザインも同時にアドバイスしている。
例）葛飾柴又帝釈天参道周辺：住民主体の景観づくりを2004年からまちなみガ
イドラインの作成やまちなみ協議会の運営を支援し、2018年文化的景観に選定
【空き家活用シェアスペースうなぎのねどことしての取り組み】
築100年の空き家をDIYしながら改修しシェアスペースとして蘇生。3年間でイ
ベント400回超、延べ1700人を超える人が出会いました。
【ご近所大学うなどこキャンパスとしてのとりくみ】
誰もが先生、誰もが生徒！趣味や特技を生かして講座を開く取り組みです。う
などこ講座を実験的に行い力を育みます。ご近所大学のような様々な活動が街
中、日本中に展開することを目指しています。2019年、舞鶴本校・生口島瀬戸
田CP・世田谷経堂CP・赤羽CP、そしてうなぎのねどこCPの5校があります。長
野県辰野CP・鹿児島県徳之島CPが開校準備をしています。

谷本　亙 たにもと　わたる まち&むら研究所

地方シンクタンクに入り研究員から役員を務める。金沢を拠点において、地域
産業、地域食品、地域文化を軸に国、県、市町村、経済団体の事業の支援を
行ってきた。「困難なもの、わからないもの、初めてのもの」は「私に尋ねて
みろ」とばかりに、先駆的な事業や取り組みに関わることができた。調査研
究、ビジョン策定、イベント・会議事業、診断提案事業など多様に行ってき
た。特に酒造、発酵食品分野では先進的な取り組みや支援活動を進めてきた。
地域産業の支援と自ら事業にも携わっている。長期間に渡って講演、委員、
コーディネーターなどの依頼も多く様々に地域貢献活動にも関わっていた。ま
た、異業種の新聞、テレビ、出版関係、編集者、ライターとの関わりが多く活
動において連携してきた。
地方にあっても常に国内外、時空間を超えた成果を見出した。富山県コロンブ
ス計画、石川県西田幾多郎記念哲学館の構想から運営計画、酒蔵トラストと地
酒列車の構想から実施、酒蔵維持発展システム調査、食を中心とする観光プロ
グラム、産業観光の枠組みの構築、公営民営宿舎及び運営組織の診断と再構築
などに具現化されている。
ふるさと財団地域再生マネージャー診断事業派遣（長野県南木曽町、富山県南
砺市、石川県能登広域圈、岐阜県輪之内町、兵庫県加東市、石川県志賀町、福
島県伊達市、和歌山県古座川町、愛媛県東温市、三重県熊野市、鹿児島県十島
村、石川県白山市、兵庫県加東市、鹿児島県人吉市広域圏、石川県志賀町）、
北陸フェア・ホテルグランパシフィック台場、江ノ電北陸うまいもの号企画調
整、実行支援(北陸経済連合会)などにも関わる。
事務所立ち上げ、南砺市でのプロジェクトに参画しつつ農林水産加工事業、交
流協会の立て直し、実業としてワイナリーの役員も務めている。大学ではシン
クタンク在職中から地域経済論などを講義し、現在、ものづくり補助事業の
コーディネーターとしても活動する。

種市　俊也 たねいち　しゅんや
有限会社　食と地域・建築研
究所

・水産業をはじめ第1次産業を主産業とする地域における地域活性化や生活・
産業基盤整備、災害からの復興の計画立案に、主に行政を支援する立場から関
わっています。
・第３者の計画技術の専門家として、地域の関係者の意向・アイデアの把握、
地域の情報収集・分析、実現のためのたたき台案をつくり、意見交換を通じて
合意形成につなげる裏方の役割を仕事としています。具体的には、①地域の特
色の把握・確認、②資源の探索と活用のためのアイデアだし、③活用方策の練
り上げ、④実現のための体制づくり、⑤支援方策導入を目論んだ事業化計画づ
くり　をお手伝いしています。
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田渕　正人 たぶち　まさと 滋賀県愛荘町

■観光振興・地域振興等に対する支援や指導、アドバイス
　○観光地域づくり
　○ニューツリズム・着地型観光・体験交流型観光
　○観光振興計画・観光ビジョン等の策定
　○観光振興・地域振興・人材育成等の講演会や研修会、セミナー等の講師
　○プラットフォームや広域連携等の仕組み作り、強化等
　○人材育成（担い手・コーディネーター）や農家民宿開発等
　○着地型旅行商品や体験交流プログラム等の商品造成
　○第６次産業化、農商工連携
■まちづくり・地域活性化・地域再生
　○地域活性化支援アドバイザー
　○地域資源活用アドバイザー

都築　冨士男 つづき　ふじお 株式会社都築経営研究所

●雑誌「農業応援隊」の発行
●講演活動
　行政、金融機関、企業、農業、各種団体など
　北海道から沖縄まで全国各地で講演活動
●地域活性化活動
　顧問先と一緒に地域活性化の取組活動

堂前　助之新
どうまえ　すけのし
ん

白米千枚田愛耕会

・後継者不足と高齢化で地元農家だけでは耕作を続けていくことが難しい状況
の中、白米千枚田愛耕会や市役所なそ多くのボランティアの協力とともに、地
域の景観維持等に貢献。
・2011年には能登里山里海が世界農業遺産（ＧＩＡＨＳ）に認定された。
・2017年11月、白米千枚田愛耕会として、地方自治法施行70周年記念総務大臣
表彰を受賞した。

刀根　浩志 とね　ひろし
観光ビジネス総研株式会社／
（独）中小機構

07年～現在　経産省「地域資源活用法・農商工等連携促進法」認定支援事業
15年～現在　沖縄県「沖縄元気プロジェクト」「観光コンテンツ開発支援事
業」ほか
16年～現在　（独）中小機構　中小企業大学校「着地型観光ビジネスセミ
ナー」開講
18年～現在　島根県出雲市　「出雲市・観光満喫プロジェクト事業」　
18年～現在　観光庁「広域周遊ルート人材派遣事業」　（和歌山県・島根県ほ
か）
18年～現在　京都府北部「海の京都DMO（京丹後市・伊根町）」
　　　　　　　　「観光プラットフォーム整備・国内およびインバウンド集客
事業」
　　　　　　　　福井県越前海岸　「地域ツーリズム創造・観光プラット
フォーム整備」

土肥　健夫 どひ　たけお 株式会社　事業開発推進機構

一般的な商業集積、観光施設作り等に加えて、事業化・収益化が難しいと考え
られている、以下のようなソフト事業の自立的な事業化に取り組んでおりま
す。取り組みの“事業としての仕立て”を最も得手としております。
・御当地検定：　明石タコ検定(兵庫県明石市)
・食によるまちづくり：　「鍋焼きラーメン」によるまちづくりと「浪花麺だ
らけ(大阪市)」、「新横浜ラーメン博物館(横浜市)」への出店支援(高知県須
崎市)
・観光案内人、各種アクティビティ
・インストラクター等のプログラムを絡めた、伝統的建造物群保全地区におけ
る漁家民宿整備(京都府伊根町)
・地域活性化と連動したスポーツ・マネジメント(石川県金沢市等)

富田　宏 とみた　ひろし 株式会社　漁村計画

　漁村・漁港に係る地域振興計画や中小漁村を中心としたまちづくりに関する
コンサルタント活動を中心に、大学などの研究者や現場でのシンポジウムや住
民との膝詰めのパネルディスカッション、雑誌・著作等を通じて漁村の地域振
興に関する提案及び具体的な直販・交流施設等の企画・基本・実施設計などに
も取り組んでいる。
　日本大震災以後は、ボランティアによる被災漁村復興支援活動と共に、主に
水産庁、市町村委託による漁村復興計画策定と並行して、大学、各種学会他の
シンポジウム等に積極的に参加、発言を続けている。また、最近は、水産庁の
主要施策となっている「浜の活力再生プラン」の策定について、それぞれの漁
協等を中心とした再生委員会の活動の相談に応じ、プラン作成を一過性の書類
作成に終わらせるのでなく、息の長い漁業・漁村づくりにつなげるための助
言・支援を行っている。
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富山　俊二
とみやま　　しゅん
じ

黒部都市漁村推進交流協議会

漁業が持続可能な産業として適切な資源管理をはじめ漁場管理をしていき漁村
を残すためには漁家所得の向上対策必要との観点から、流通改革が必要であ
る。くろべ漁協では漁業者、漁協が直販施設を通じて消費者のニーズを直接把
握し、魚だけではなく漁業や浜の情報、そして食文化を発信しながらファン作
りに取り組んできた。特に魚は勿論、漁協女性部が取り組んできた一夜干をブ
ランド化し、多くのファンを作り上げた。さらに定期開催を含めて年間20回以
上に及ぶ料理教室、一夜干教室を通じ魚食普及を続けてきた。又、ボランティ
アガイドとの連携による漁村の町歩き、市内企業との産業観光との連携などを
行うとともに着地型観光商品の開発など交流人口を増加させてきた。漁協が取
り組む六次産業が鉄道も通らない町を年間25万人が訪れる町へと変化し、地域
の課活性化が進んでいる。

友廣　裕一 ともひろ　ゆういち 一般社団法人つむぎや

□過疎地・限界集落 日本一周プロジェクト「ムラアカリをゆく」
　全国約80以上の農山漁村を訪ねた。その間はすべて地域の人の家に泊めても
らいながら、それぞれの土地に根ざした仕事を手伝わせていただく。農林水
産、畜産等々の労働に加えて寝食を共にする中で、より生活に近いところから
「地域」を体感し、真の「地域活性化」とはなにかを学ばせていただいた。
□地域の未利用資源である鹿角＆漁網補修糸を使った手仕事ブランド
「OCICA」
　石巻市牡鹿半島漁村の女性達が、土地の素材である鹿角を加工して手仕事で
つくる製品ブランド。商品製作および販売を通して女性達への手仕事収入創出
とコミュニティ再生を目的として開始、海外にも販売店舗を広げている。鹿革
をつかった商品を地元福祉作業所とともに制作・販売中。
（http://www.ocica.jp/）
□漁網100%ミサンガ＋ぼっぽら食堂
　石巻市牡鹿半島 鮎川浜で、牡鹿漁協女性部有志により「漁網100%ミサン
ガ」の製作・販売支援を行う。その収益を元に、2012年7月には地元水産物を
活用したお弁当屋さん「ぼっぽら食堂」をオープン。一般社団法人マーマメイ
ドを立ちあげ、現在も事業を継続している。
□WEBメディア「東北マニュファクチュール・ストーリー」
東日本大震災後、新たに生まれたものづくりの背景にある物語を、一つひとつ
の現場を尋ねながら伝えるWEBメディア「東北マニュファクチュール・ストー
リー（http://www.tohoku-manufacture.jp/）」の運営・コーディネートを担
当。
□東北から、アジアへの扉をひらく「DOOR to ASIA」
地元中小業者のもとにアジアの若手デザイナーが滞在し、アジアで販売するた
めのコミュニケーション・デザインを提案するプログラムを国際交流基金と共
に企画・運営。
奈良県奥大和地域や、長野県小布施町、東京都内（JR山手線）でもスピンオフ
企画を実施。

長岡　力 ながおか　つとむ
株式会社リンクアンドイノ
ベーション

地域と中小企業のイノベーションを目指す経営コンサルタント。
これまでの主な活動実績
１．特定非営利活動法人への支援
・特定非営利活動法人グローバル・ヒューマン・イノベーション協会（東京都
渋谷区）、特定非営利活動法人グローバル新世代イノベーター育成協会（東京
都渋谷区）、特定非営利活動法人 スクール・アドバイス・ネットワーク（東
京都杉並区）、特定非営利活動法人 ピアサポートネットしぶや（東京都渋谷
区）が行う各種活動の支援
２．中小企業経済団体への支援
・群馬県商工会連合会、福島県商工会連合会、沼田市東部商工会（群馬県）、
片品村商工会（群馬県）、昭和村商工会（群馬県）、群馬伊勢崎商工会（群馬
県）、前橋東部商工会（群馬県）、高崎市榛名商工会（群馬県）、長野原町商
工会（群馬県）、みえ熊野古道商工会（三重県）、南あわじ市商工会（兵庫
県）等が実施する事業支援
３．大学への支援
・青山学院大学（東京都渋谷区）、別府溝部学園短期大学（大分県別府市）、
大分大学（大分県大分市）が実施する各種事業への企画段階からの参入支援
４．中小企業への支援
・ものづくり製造業等への経営戦略構築、経営革新計画、ものづくり補助金、
持続化補助金策定支援
５．その他
小規模事業者持続化補助金事業書面審査委員、６次産業化プランナー、東京商
工会議所エキスパート、ミラサポ専門家他
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中川　玄洋 なかがわ　げんよう
特定非営利活動法人学生人材
バンク

特定非営利活動法人学生人材バンク
（１）大学生ボランティアを継続的に農村集落へ派遣
　平成14年より農山村ボランティアとして大学生を年間30地域、延べ500名/年
派遣しています（農村１６きっぷプロジェクト）。その中から、大学生が地域
で企画を実施したり、田んぼを借り生産から販売までを行なう三徳レンジャー
プロジェクトも生まれています。
（２）若者の移住、起業支援
　鳥取大学卒業生が集落へ移住し農業後継者になることや、起業支援、就職支
援を行なっています。2015年より、地域おこし協力隊後方支援を、株式会社鳥
取銀行と一緒に行なっています。
　平成25年から「全国地域仕掛け人市」という求人イベントを実行委員会形式
（事務局NPO法人ETIC.）で行ない、地方と都市をつなぐ仕掛けとして継続中で
す。
（３）イベントボランティアのコーディネート
　立ち上げ時から、鳥取県のイベントボランティアコーディネートの仕事も
行ってきました。老若男女の市民参加の舞台を作る仕組みをお手伝いすること
が可能です。
（４）中小企業向けの若者派遣プログラム
　長期実践型インターンシップ事業を活用し、1カ月から6か月の大学生による
中小企業の活性化事業を行ないます。また若手社員の異業種研修として、鳥取
パラレル留学というプログラムも中小企業・県内金融機関と連携して実施して
います。
（５）地域のつなぎ役、バランスをとる役割として
大学生、行政、民間、NPO、住民などの参画の場づくりやサポートの役割を
担っております。

長坂　尚登 ながさか　なおと 豊橋屋　／　WE LOVE MIKAWA

愛知県豊橋市の商店街マネージャーとして、まちなか活性化のために奔走。
■「豊橋まちなかお店マップ」「豊橋まちなか看板娘マップ」の作成
■空き店舗を改修した交流拠点「花園ベース：HANACOYA」の設置、運営 
【グッドデザイン賞2014】
■空き店舗・空き家見学ツアー
■「豊橋に日本一の図書館をつくろうプロジェクト」
などを実施。地元の学生や若手社会人らを、戦力的に活用し、成果を上げてい
る。
＜経歴・実績＞
H21農水省：　農業を通じた日系ブラジル人青少年と地域社会との共生プロ
ジェクト（豊橋市）
H20,21内閣府、H22,23総務省：　高齢者対応の長期滞在旅行の立ち上げ（沖縄
県久米島町）
H19経産省、H20全国商工会連合会：　食物アレルギー対応旅行の立ち上げ（沖
縄県久米島町）
その他、国内消費財メーカーなどBtoC企業へのマーケティング調査多数。

中澤　さかな なかさわ　さかな 道の駅/萩しーまーと

●郷土料理遺産の活用プロジェクト(島根県隠岐の島町　2012～)
●久礼大正町市場を中心とした漁師町の再生(高知県中土佐町　2013～)　
●道の駅整備計画基本構想策定（京都府宮津市2013～）
●水産物直売施設の整備検討(熊本県芦北町2013～)
●道の駅整備計画（第二期）基本構想策定（秋田県にかほ市2013～）　
●直売施設整備計画　基本構想策定（秋田県羽後町2014～）
●直売施設整備計画　基本構想策定（宮崎県延岡市2014～）
●水産加工＆直売施設整備計画（高知県奈半利町2014～）
●地域食資源の開発（秋田県男鹿市2015～）　
●地域活性化拠点施設の整備計画（沖縄県うるま市2015～）
●地域食資源を活用した観光開発（三重県尾鷲市2015～）
●地域水産資源を活用した特産開発（長崎県長崎市2015～）ほか

中島　淳 なかしま　じゅん
㈱カルチャーアットフォー
シーズンス

活動のミッション：日本の地方により多くの「挑戦」をつくること～主体（当
事者）と仕組み
づくり～
観光まちづくり、特産品づくり、移住促進、集落自立化、地域運営・経済事
業、地域おこし協力隊サポート、地域の高校魅力化サポート、ローカルベン
チャー支援等。
分野は幅広いのですが、全てにおいてその「主体」づくりに注力しています。
「誰が」それを行うのかを決めるプロセスを省くと、仕事は楽になりますがそ
の取り組みは継続しません。
毎年全国１０ヶ所ほどでお世話になっておりますが、いずれの地域も３年間ほ
どのミッションを負って、現地に入り込みます。特に最近は集落の自立化（自
立自治）に関する場面が増えております。とても難しい問題ですが、将来の地
域の在り方が問われる重要な問題だと捉えております。

【２０18年度】長崎県平戸市、宮崎県綾町・木城町、熊本県甲佐町、高知県香
美市、
愛媛県伊方町、和歌山県印南町、千葉県南房総市、北海道利尻町・厚真町、新
潟県阿賀町
ほか　ローカルベンチャー推進協議会（全国１１団体）プロジェクト
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中西　準治 なかにし　じゅんじ
元・近畿大学東洋医学研究
所・植物センター

農業振興のための施設を企画し、村へ提案をして教育実習の場、バイオセン
ターを設立しました。現在も花の種苗生産基地として運営されています。
そこでは花の優良品種を組織培養で多量に生産して農家へ提供し、地域の産業
振興に貢献しています。
生薬メーカーや農家との共同研究で高品質の生薬を生産して商品化してきまし
た。
薬草の栽培を普及させる目的で、ハーブや薬草の苗を生産して大手市場を通し
て提供してきました。
海外に於いても韓国、中国、マレーシアなどの大学や研究所、そして企業へ薬
用植物などの有用作物を組織培養で大量生産する技術を指導して、種の保存や
大量生産に貢献してきました。

中坊　真 なかぼう　まこと
NPO法人九州バイオマスフォー
ラム

NPO法人九州バイオマスフォーラムは、バイオマスの普及啓発事業、地域モデ
ル事業としてバイオマスの利活用事業、コンサルティング・講師派遣・バイオ
マス製品の普及事業を行っています。特に草本系バイオマスの収集運搬・利活
用技術に関して、ノウハウを持っています。
バイオマスの普及啓発事業としては、テレビ熊本と連携してH19年度からバイ
オマスをテーマにした55分番組を制作・九州一円に放送しています。また、
BDFカートやミニBDF精製プラントを使って、小学校でバイオマスをテーマにし
た環境教育を行っています。
木質バイオマスに関しては、薪・木質ペレットストーブの普及啓発や、薪・木
質チップの製造・販売支援、木質バイオマスボイラーの導入簡易診断などを
行っています。
2016年4月に発生した熊本地震では、震災により発生した解体材などの木くず
処理のコンサルティングを行いました。また、災害支援ボランティアのコー
ディネートも実施しました。
2016年から資源エネルギー庁の再エネコンシェルジュ事業として、自治体や企
業のバイオマス事業に関する無料相談を行っています。詳しくは再エネコン
シェルジュ事業で検索してください。

中洞　正 なかほら　ただし
（株）企業農業研究所　中洞
牧場

* 東京農業大学農学部在学中に、猶原恭爾　（なおはら きょうじ）　氏が提
唱する山地酪農に出会い、 直接教えを受ける。卒業後、岩手県岩泉町で酪農
を開始。
* 野シバと国産乾草主体の飼育、および通年昼夜放牧・自然交配・自然分娩・
自然哺乳（産後２ヵ月程度）でノーストレスの健康な牛を育てる山地酪農と、
その健康な生乳による乳製品の製造販売を組み合わせた「中洞式山地酪農」を
確立。
* 現在は、山地酪農コンサルタントとして活動中。これまでに自身の創設した
中洞牧場以外にも北海道の美瑛ファームなど３～４件の牧場を手がけている。

中村　健二 なかむら　けんじ 株式会社フードランド -

中村　哲雄 なかむら　てつお
一般社団法人葛巻町畜産開発
公社

平成２４年１月２２日農林水産省東北農政局主催の農山漁村の地域活性化シン
ポジウムのパネラー、地域活性化講演実績、北海道東川町、七飯町、宮城県北
６町の議会議員、涌谷町、山形県山形市、最上町、東京目黒区めぐろシティー
カレッジ。大学関係では、お茶の水女子大学生、岩手大学生８回講義。葛巻町
に来町した沖縄県名護市会議員、北中城村議会議員、千葉県印旛郡議会議員、
早稲田大学院生、明治大学生、日本大学生、東北学院大学生などに地域活性化
について講演.平成25年は山形県最上町、宮城県涌谷町、岩手県岩泉町、奥州
市、神奈川県川崎市、東京都稲城市などで地域活性化について講演。平成２６
年は東京都、金沢星陵大学などで講演、来日したフィリピンの農林省若手職員
に地域開発と地域活性化について講演、現地指導など
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名越　涼 なごし　りょう -

■取組概要
・人材含めた地域の魅力の掘り起こし、それらの発信方法のディレクション
・エンタメを切り口にした発信やイベントなどのプロデュース
・SNS、動画、ＷＥＢなどを活用したメディアづくり

■これまでの実績
【ＭＣ・ファシリテータ】
農林水産省主催「新農業人フェア」 MC
日経アグサム「農業高校から始まる未来の農業イノベーション」ファシリテー
ター
マイナビ農業「DEEP VALLEY Agritech Award2019」MC
時事通信社「食の安全・安心を考える」MC
Yahoo！Japan主催「地域デザインラボ展」MC　など多数

【執筆】
時事通信 Agrio/農林中金 Agriweb/東京都「多摩の魅力発信プロジェクト」
旅メディア Wonderlust 神社仏閣コラム/東京都農林水産メディア「TOKYO 
GROWN」マイナビ農業

【媒体出演】
新田舎人 100号記念スペシャル対談「新しい時代のふるさと・水と土を語る」
美の旅（ライフスタイルマガジン）「美の習慣」

【企画・プロデュース】
農業生産法人「なまら十勝野」ＨＰ　
monkuwa　ＨＰ
農作業着ファッションショー（北海道興部町）

【講演・パネルディスカッション】
全国水土里ネット主催《今後の農業・農村での女性の活躍に期待すること》
岩手県土地改良事業団体連合会主催《今、全国で活躍する農業者たち》
低コスト水管理省力化システムの開発・普及コンソーシアム主宰《スマート水
田 社会実装に向けたシンポジウム》

【講師】
Ｓｃｈｏｏ《日本の農業って進化していて面白い》
パソナ【しまねアグリビジネス実践スクール】にて「情報発信の手法」

芳賀沼　伸 はがぬま　しん

株式会社芳賀沼製作 / NPO法
人みなみあいづ森林ネット
ワーク
㈱マストロ・ジェペット / 
NPO法人南会津はりゅう里の会

<㈱芳賀沼製作　概要>
・国内でログハウスの先駆者として、ログハウス村「はりゅうウッド村」を37
年前より建設し、現在99棟となる。
・2011年東日本大震災後、福島県木造仮設住宅でログハウスでの仮設住宅の提
案者メンバーとなり、600棟を建設する。
・2015、16年度縦ログ構法が林野庁「林業白書」に掲載される。
<NPO法人みなみあいづ森林ネットワーク　概要>
・地元林業従事21団体（3森林組合含む）と木材（立木）の価格を守り、収入
を増やす為、古くて新しい産業づくりを展開（素材での有効活用法）。
・森林認証材の具体的活用法を提案、実施（A・B材-縦ログ・家具、B・C材-日
用品・玩具、C材-アロマ、薪利用）
<㈱マストロ・ジェペット　概要>
・町内加工業者4社と都市在中デザイナーと組み、海外（ヨーロッパ・中東・
アジア）を見据えた木製玩具の販売展開中。
<NPO法人南会津はりゅう里の会　概要>
・地元住民とIターン・二地域居住者(土地を借地方式とした「はりゅうウッド
村」の住人)による、山村での豊な生き方・暮らし方の実践を現在進行中、事
務局の役割をになう。アロマ事業を開設し、地元住民が採取した枝葉でオイル
を精製し、出口販売先と共同で新しい職づくりを展開。
・山村大学から継続している野外教育事業を発展し、広大なフィールドを活用
した新たな観光産業を展開。

白田　典子 はくた　のりこ （有）良品工房

「いいものプロジェクト」を推進。消費者の声をメーカーや小売店に届ける仕
組みをつくり消費者が選んだおすすめ商品・訪れた地域で見つけた商品をセレ
クトし販売している。地域商品のブラッシュアップや新商品開発へのアドバイ
ス等も手掛ける。
【平成23年度実績】岐阜県飛騨市神岡町
【平成26年度実績】富山県小矢部市
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長谷川　潤一
はせがわ　じゅんい
ち

一般社団法人食農共創プロ
デューサーズ

《取組の概要》
　食料産業クラスター、農商工等連携、６次産業化、地方創生などの政策や現
場において、地域連携や産業連携に向けた地域の食農ビジネス創出支援の取り
組みを行ってきました。
　また、これらの取組の進め方、意図等の理解を促す、講演活動や人材育成支
援を行うとともに、これらを進める人材を育成し、客観的に評価する「食Pro.
制度」を創設・運営しています。
　上記をとおして、全国数千名からなる有識者、実務者のネットワークを持
ち、公的組織の立場から、各地の課題解決に取り組んでいます。

《よくあるご依頼》
■講演 食農ビジネスによる地域活性化の考え方、取組を進めるための戦略、
地域産品のブランディング戦略,、戦略の見える化、産業連携・地域連携の人
材マネジメント
■研修：戦略立案と戦略分析手法、ＳＴＰによる実需者戦略、計画の見える化
手法

蜂谷　潤 はちや　じゅん
一般社団法人　うみ路　/　合
同会社　シーベジタブル

2013年3月、高知県東端に位置する室戸を拠点とした地域の会社“一般社団本
法人うみ路”を設立。
主に地域内で生産される農産品や水産品を使用した加工品の開発や販売、地域
内外の交流イベントや勉強会の企画、カフェの運営など地域に根ざした事業を
多岐にわたって展開している。
2016年4月、海藻の陸上用養殖を中心に行う合同会社シーベジタブルを設立。
室戸市の特産品である海洋深層水で海藻の陸上養殖モデルを確立。その後は日
本各地で展開できるよう、海水井戸水（地下海水）を活用し海藻やアワビ類の
陸上養殖のモデル作りを行ってきた。現在はこのモデルをもとに、福祉作業所
や高齢者等、成立させることが難しい事業者とパートナーシップを組んだ日本
各地での事業モデル作りを行っている。

花井　恒三 はない　こうぞう 奄美のトラさん

①奄美と本土・沖縄の人材マッチング（ヒューマンネットワークウェア）
②本土・沖縄から奄美に住みたい・投資をしたい・貢献したい方、奄美を調
査・研究・提言したい方、奄美で自分を極めたい、表現したい方（マドンナ、
男性　含む）への奄美の入口案内ボランティア。

林　弘樹 はやし　ひろき ものがたり法人　FireWorks

　商店街を舞台にした住民参加型映画「らくだ銀座」プロジェクトでの全国展
開を機に、 北海道から沖縄まで様々な事業を行っている。 この事業の特色で
ある『地域づくりに興味のない住民層をも「地域づくり」に巻き込む手法』 
や『個人や企業、 学校等での「関係性の中から創り出す物語」の生成メソッ
ド』が人材育成の研修として注目されている。特にそのプロセスづくりを大切
にしている。
　プロジェクトの取組みの中で、多くの人がひとつのことに向けて、時間・体
力・頭脳を使い、関わり、仲間をつくり、共に汗を流す、そんな｢創発型のま
ちづくり」をプロデュースし続けている。 経済産業省 「地域におけるキー
パーソン活用・支援方策に関する研究会」委員として、地域からの 相談に対
し幅広く活躍する。 地域の人を巻き込んだ場づくりを得意として、地域情報
発信や自分たちの地域で創造する力を意識する講演会、討論会、ワークショッ
プなどを行っている。

林　浩志 はやし　ひろし
一般財団法人　漁港漁場漁村
総合研究所

近年の食品に関する様々な問題、O-157や産地偽装など食品の安全・安心に対
する不安が高まっている。一方、忙しい社会生活、長引く不景気、ファースト
フードやコンビニエンスにより家庭で料理をしない人々が増えてきている。さ
らに、魚介類についてはその数はより多い。このため、わが国が培ってきた食
の文化が薄れ、食育（魚食）といった活動が行われてきている。このような状
況にあっても家庭や外食・中食産業、食育の場へ安全で安心な水産物を提供す
るには、やはり漁港での衛生品質管理は重要あり、ここで品質が低下した魚介
類は、その後回復することはない。このようなことから、水産物の衛生品質管
理を軸に水産物の提供と一体となった地域づくりに取り組んでいる。

百武　兵衛
ひゃくたけ　ひょう
え

蕨野棚田保存会／蕨野棚田直
売所

蕨野の棚田では、H13に町主導で地域活性化のための実行委員会を設立して
ウォーキングイベントを開催したところ、900人の都市住民が来訪。参加者へ
のお米の販売を考えたことをきっかけに、住民有志で「蕨野棚田保存会」を発
足。品質とパッケージを統一し、「棚田米蕨野」を販売。中心人物として地域
をまとめ、取組を推進。
・棚田米の販売　23.8トン（H28年産）
・直売所への来訪者　2,600人（H29）
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平野　龍平 ひらの　りゅうへい
富士急行株式会社／一般財団
法人コレゾ財団

数々の地域活性化や観光振興のお手伝いをさせて頂いている内に、言うだけで
何もしない人が多いこの世の中で、自ら考え、行動を起こし、真っ当で当たり
前なことをごく当たり前に続けている人たちこそ、貴重で、尊い存在であり、
行動し続ける先にしか、結果は生まれず、成果は後からついてくるものだ、と
いうことに気が付きました。

いろんな地域のさまざまな事例を拝見してきて、成功事例や素晴らしい取り組
み、活動に唯一、共通しているのが、魅力的な担い手の皆さんの存在です。

「COREZO（コレゾ）賞」表彰事業は、そんな方々が一堂に会して、ウマい食を
食べ、ウマいお酒を酌み交わしたら、きっとおもしろいことが起こるだろうと
思って始めました。

「COREZO（コレゾ）賞」は、「権威なし、「権威なし」、「名誉なし」、「賞
金なし」の三拍子揃った「三なし賞」の上、毎年、表彰式は、受賞者のおられ
る地方で自主開催して頂き、旅費、宿泊費は、自腹、飲食も参加者の持ち寄り
なのに、既に4回実施し、延べ300名近い表彰者と関係者、賛同者の交流の場に
もなっています。

案の定、日常、交流することもない、分野も業種も職種も違う多士済々な皆さ
んが一堂に会することで、思いもよらない化学反応が起こり、主催者も知らな
いところで、いろんなコラボや協働等、おもしろいことが次々に始まっていま
す。

自分のような若輩者が「地域活性化伝道師」に認定され、何かアドバイスする
なんておこがしく、先達の皆さんに対し、失礼に過ぎると自覚していますが、
「COREZO（コレゾ）賞」他を通じて、数多くの皆さんとのご縁と人的ネット
ワークだけは、有しており、「人」と「人」のご縁をつなぐ役割は果たせるの
ではないか、と考えています。

平原　秀則 ひらはら　ひでのり 平原建設株式会社

例えば沖縄の慰霊地に奉納された千羽鶴。実はその最終処分の方法は自治体の
大きな悩みです。そこで、千羽鶴を再生紙として甦らせ、ノートや名刺の台紙
などに製品化して慰霊地の記念品として販売。これを発展途上国の子どもたち
の教育に役立てています。
また、千羽鶴の解体、仕分け作業を障害福祉施設の利用者にお願いし、工賃の
向上を担っております。さらには、沖縄や広島への修学旅行の平和学習プログ
ラムとして、千羽鶴の解体・仕分け作業のボランティア活動を組み入れるな
ど、人と人をつなぎ、地域とつながる方法を考えて来ました。 また被災地支
援では、北海道等で産業廃棄物に過ぎないホタテの貝殻を、牡蠣養殖の採苗用
に被災地の被災障害者施設で加工し、広島等の養殖地に販売する取り組みを進
めており、被災地の障害者の就労支援を通じて、人と人とのつながり、人と地
域とのつながりを再生することを目指しています。
直近の事例としては、平成２４年８月、北海道の北広島市で、障害者支援施設
を経営する地元社会福祉法人の地域貢献をコンセプトに、北海道と広島の酒造
協会の協力の下、銘酒の試飲会のイベント「北の酒祭り」を開催し、地域住民
の絆づくり、地域活性化のお手伝いをさせていただきました。

廣瀬　祐治 ひろせ　ゆうじ 特定非営利活動法人らんたん

2013年から3年間、地域おこし協力隊として岡山県久米南町において「地域コ
ミュニティ活動の支援」をおこなう。主に地域住民コミュニティの活動支援
（地域行事の創出や運営支援、特産品開発支援など）をおこないながら、その
一方で自らも20～30代の町内在住者に声掛けをし、2014年に任意団体を立ち上
げ。一方で地域おこし協力隊の活動と並行して、岡山市内にて法人を立ち上
げ、デザインの営業を担いながらその手法を学び、このノウハウを活かし久米
南町の地域団体支援に対して事業および商品企画を提供。その後2016年、地域
おこし協力隊の退任に合わせ、上記任意団体を母体として特定非営利活動法人
らんたんを設立。現在では町民や地域団体だけではなく、農家や事業者向けに
もサービスを拡大。
また、自らも主体的に事業展開がしたいと考え、2018年に株式会社ＫＣ３を設
立。あまご（ヤマメ）の養殖販売、岡山市内での飲食店
（https://tabelog.com/okayama/A3301/A330101/33016111/経営をおこなう。
現在、久米南町での中間支援組織運営、一次生産と飲食店経営、岡山県内の地
域おこし協力隊の活動支援をおこなっている。

福田　達男 ふくだ　　たつお 北里大学薬学部生薬学教室

　東京都在職中から薬用植物の栽培に関する研究に従事し，これまでに，朮類
生薬の研究を行い「カラビャクジュ（唐白朮）」の基原植物であるオオバナオ
ケラの栽培化を行ってきた．また，近年では生薬「タクシャ（沢瀉）」の基原
植物であるサジオモダカの栽培化を国内ではじめ成功した．
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藤井　一郎 ふじい　いちろう 四国大学　経営情報学部

四国大学では、主として地域中堅中小企業のマーケティング戦略、経営戦略、
ファイナンスの研究および講義を行っています。
また、株式会社みどり合同経営では、以下を中心に活動しています。
①地域活性化をもとにした、中小建設業や製造業・飲食サービス業の経営戦
略、マーケティング戦略の構築・支援
②地域の金融機関との連携による地域に貢献する中小企業へのサポート

藤木　徳彦 ふじき　のりひこ
オーベルジュ・エスポワール
／日本ジビエ振興協会

野生鳥獣を地域の資源として活用するために、商品力をつけること、販売の方
法をアドバイスする。調理に携わるプロとして、魅力ある精肉の商品づくり、
調理が難しい野生鳥獣をおいしく活用できる調理方法の講習、指導、野生鳥獣
と地域の特産品を組み合わせた加工品の開発指導を行う。できあがった商品は
地域のみならず、大消費地にプロモーションを行い、滞りがちな流通を開く。
「信州ジビエ」の例では、長野県内のジビエを使い、長野県内の福祉施設で加
工品を製造し、JR東日本エリアのエキナカの飲食店において開発した商品での
メニュー提案を行い、ジビエの加工品の流通を実現した。東京駅でのジビエ弁
当販売や、都内レストランを借りての地域フェアなどで地域のセールスを行
う。

藤村　望洋 ふじむら　ぼうよう
早稲田エコステーション研究
所（ぼうさい朝市ネットワー
ク）

  災害を想定しながらも「美味しく楽しい」地域活性化活動「ぼうさい朝市」
の仕掛け人。かつての北前船ルートでつながる港町をネットワークして、日頃
から防災をテーマに活動し、いざというときの救援物資に見立てた特産品（美
味しい救援物資）を全国各地から運び込み、地域住民が訓練を兼ねて設営した
テントで販売する産直市「ぼうさい朝市」を開催。この仕組みを活用して、山
形県庄内地方の特産物の大阪への流通コースを構築する「特産物のフルコース
ディナー」を開催（Ｈ２３年度山形県鶴岡市と酒田市と大阪を結ぶ地域活性化
伝道師活動）。
  「ぼうさい朝市ネットワーク」では、いざという時は混乱する被災地ではな
く、安全な「隣」が拠点となって支援する仕組みを提唱。壊滅的な被害を受け
た南三陸町「おさかな通り商店街」もネットワークに参加しており、その経過
から、山形県酒田が「災害時の隣」となり、全国各地から酒田を中継基地とし
て南三陸町へ救援を行い、第２段階で「福興市」を立ち上げ、第３段階で地方
都市と南三陸を結ぶ地域連携による商店街再生のビジネシモデル構築を支援し
ている。「福興市」はＨ２３年度「地域づくり大賞」を受賞。Ｈ２４年３月、
全国からの被災地支援団体・企業と被災地の地元団体をつなぐコーディネート
組織「一般社団法人南三陸福興まちづくり機構」を設立。漁業及び林業の６次
産業化を全国連携で取り組んでいる。
　瀬戸内海は、エーゲ海やカリブ海に勝るとも劣らない歴史と風景と地域資源
をもつ海洋観光の最適エリアである。しかしエーゲ海等で今や巨大な観光産業
となっている小型船による島めぐりクルージングはほとんど行われていない。
国際的な海洋観光産業を瀬戸内海に事業構築するために、瀬戸内海の島々のＮ
ＰＯや地元自治体や各種の専門家と連携して一般社団法人日本海洋観光推進機
構を設立。

藤原　一夫 ふじわら　いつお 藤原コンサルティング

中小建設業の経営革新、再生、新分野進出等、建設業関連専門の経営コンサル
タントとして経営指導等を業務とする傍ら、中小企業診断協会東京支部の建設
業経営研究会の代表幹事として、建設業経営の情報交換･勉強会を主催してお
ります。

船崎　美智子 ふなざき　みちこ

ライフスタイル協同組合/
（株）ライフスタイル研究所
/NPO法人やまぐち県民ネット
２１/公益財団法人山口きらめ
き財団/山口県立大学

得意分野は、地域づくりを生かしたワークショップのファシリテーターであ
る。地域、行政、企業、大学とＮＰＯ等をつなぐための仕組みづくりや、協働
事業への取り組みを実施。地域の資源を生かした「地域づくり」、女性の視点
で商品やサービスを提案する「モノづくり」、若者の就職支援や企業の人材育
成などの「人づくり」の活動をする「地域プロデューサー」として活動してい
る。
特に「農商工連携」や「６次産業化」の講師やシンポジウムのパネリスト、栄
養士としての視点を生かして商品開発の企画・運営・経営戦略等の提案を行っ
ている。また、最近では「協働のまちづくり条例」等の講演や協働事例の提
供、中山間地域づくりなど広い分野で活動している。
①６次産業化の取り組みと商品開発
②まちづくり、地域づくりの実践ワークショップ
③商店街活性化のコーディネーター
④地域コミュニティの場づくり
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古庄　浩 ふるしょう　ひろし （株）古庄企画

大手ホテルの総料理長、山形県庄内・食の親善大使、テレビ料理番組レギュ
ラー出演、地域の食文化の講演会など経験豊富。
　「地産地消」。現在の主要流通ルートは、大量生産と大量流通を前提として
組み立てられており、その中に小規模生産者も料理人の調理場も小規模販売者
も組み込まれ、互いの連携や流通ルートを持っていない状況である。地産地消
を、生産と販売だけの仕組みだけでなく、料理の現場と料理のノウハウと料理
人のネットワークという視点を加えることにより、特にこだわりの小規模生産
者に対して、生産方法や生産物の種類の考え方と新たな販路を協働で構築する
ことが可能となり、商店街の店舗や飲食店舗は、大手スーパーにない独自色を
出したメニューや品ぞろえが可能となる。地域の食材を使ってのフルコース
ディナー付き商談会の開催や、伝統的食材とその料理方法をプラスした直売所
の運営などを通して、食材と料理と商店街が協働で行う地産地消の推進による
地域活性化の取り組み。
「新たな全国流通ルートの構築」。料理人の全国ネットワークの活用によっ
て、料理人が推薦する食材を、料理人が推薦するレストランやスーパーで販売
する、小規模な生産者と、料理人と、販売者やレストランの連携による新たな
流通ルートの構築。「北前船ルートぼうさい朝市ネットワーク」の全国各地と
連携する大阪圏のシェフを「蔵奉行」に認定し、ふるさと食材使った料理とそ
の食材の販売を推進するシェフのネットワークを構築している（現在３５名の
シェフを認定）。

北條　規 ほうじょう　ただし 大正大学　地域構想研究所

1982年から通販事業を立ち上げ、当時は通信販売がまだマイナーな評価であっ
たが、通販で先行しているアメリカを中心に製品を仕入れ、自社通販で販売
し、日本でも独自性の高い付加価値型通販会社として注目を集めた。当時はカ
タログ中心であるが、スピード重視で毎月３本のカタログを発行、毎月100ア
イテムの新商品を開発し、どこよりもニュース性の高い商品情報を独自の編集
スタイルで発信していた。その独自性が評価され、2012年にJASDAQに上場。製
品の差別化を図るために全国の産地を回ってオリジナル商品を開発し、市場に
投入することで地域性の高い製品を数多くヒットさせることができた。また、
2007年より経済産業省関東経済局の「地域資源活用」「農商工連携」の事業評
価委員に就任し関東局管内の事業評価ならびに支援活動に携わることで、地域
資源の活用、六次産業化をはじめ全国の事例やビジネスモデル、事業スキーム
などの豊富な知見とノウハウを有している。加えて、2012年から大正大学地域
構想研究所の教授に就任したのを契機に、大学のプラットホーム（大学が運営
するアンテナショップ、学生のフィールドワーク、研究調査活動、全国90自治
体との連携）と連携しながら、地域資源の発掘、地域産品や観光地域づくりの
再編集などその分野が広がりの新しい付加価値化の取り組みを行っている。
・地域資源を活用した新商品の企画、開発（食・プロダクト）
・地域のブランディング、地域デザイン
・マーケティングとメディアへの情報プロモーション
・新規事業の事業計画の策定とプロデュース
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氏名 ふりがな 所属名称 取組概要

星野　智子 ほしの　ともこ
一般社団法人 環境パートナー
シップ会議

　環境省と国連大学の共同事業である「地球環境パートナーシッププラザ」の
運営業務に関わり、環境教育、持続可能な地域づくり、生物多様性保全、NPO
活動支援、ボランティア活動の普及、地球規模課題の普及啓発など、環境政策
コミュニケーターとして、多様な主体との対話づくり、パートナーシップ構築
を日々行っている。
　地域における青年・女性の役割に重視しており、活動サポートに注力してき
た。1994年に青年環境団体で開発したイベントごみリサイクルのためのボラン
ティアコーディネートは今では全国で見られるようになった。現在では東京
2020大会に向け、ボランティアにサステナビリティの視点を普及啓発してい
る。
　安全な食の普及とエコツーリズムに関心があり、毎年田んぼに通い、生産者
と消費者の交流の場を作っている。また仕事とプライベートで多くの農山漁
村・島を訪れ、ヨソ者視点で地元住民との交流、地元産品の研究を各地で行っ
ている。

H11年6月地球環境行動会議主催　UNDESA共催「グローバル・コモンズ世界環境
会議‘99」　企画・運営
H11年10月地球環境行動会議主催　UNFCCC/COP5（ボン）でのサイドイベント　
企画・運営
H12年環境省　国際シンポジウム「水俣病の経験普及セミナー」（ヴェトナム 
） 企画・運営
H13年環境省　国際シンポジウム「水俣病の経験普及セミナー」（タイ ） 企
画・運営
H14年8月ヨハネスブルグサミット NGOフォーラム 現地ブース出展・ワーク
ショップ企画・運営
H15年地球環境行動会議主催　「エコユース会議」　企画・運営
H16　ドイツ日本学会（発表）日本の環境NGOについて（ミュンヘン）
H19・UNUグローバルセミナー　講義（沖縄・神奈川）（英語）
H20・G8洞爺湖サミット NGOフォーラム　G8市民サミット　企画・運営
H21・大阪経済法科大学　講義（大阪）（英語）
H22・CBD-COP10　UNU主催サイドイベント　里山知事サミット　企画・運営
H23・水銀条約政府間会合（INC2) 環境省主催サイドイベント　司会（英語）
H25国連大学グローバル・セミナー 2013湘南セッション
H26・ESDユネスコ会議併催イベント UNU共催（11/12）　企画・運営・登壇

細尾　勝博 ほそお　かつひろ 地域再生研究所

・都市農村交流を中心とした観光産業による地域づくりのコンサル・アドバイ
ザー活動。
・地産地消の仕事人として直売所の意義・目的・条件【１２か条】・使命・価
値観や共通課題についての解決方法など助言・指導。
・ボランタリー・プランナーとしての６次産業化の認定承認や意欲的な事業推
進による所得の向上や地域活性化推進などの指導。
・ 豊かな自然や景観を持つ中山間地域での「２地域居住」推進・
都市住民の「真の新しい心のふるさとづくり」・地域資源を最大限に活用した
「ファン・リピーター作り」の助言・指導。
・共生対流の交流イズムを駆使しながら「定住化促進」「地方創生」の道を
「地域主体の交流づくり」を構築するための助言・指導。　
　
・都市農村共生・対流総合対策交付金の対象地区８地域のハード事業、ソフト
事業の指導・助言。
・全国各地からの要請により、アドバイザーとして年間４０回以上講演及び
ワークショップ・シンポジューム等をコディネイターやボトムアップ型町づく
りを進めている。
・ 国のアドバイザーや県の自治研修所の講師なども務めている。
・ 「活性化伝道師」として、企業誘致を行うことによって新たなる「都市・
農村交流」が図られ、仕掛け作りを間違わなければ、永年続く事が認識でき
た。今年、２社の大阪企業を誘致し、０Ｂ（企業の都市住民）、地元、現企業
との交流会を開催し、農村の良さを売る事が出来た。来年は、企業を通した体
験交流活動を盛んに進めていきたい。
・ 近畿圏内の大学生と提携を行い、学生達の知恵袋と地元住民の体験力、行
動力などによってそれぞれの地域を「心の温まる心のふるさと」として、残る
ように持っていく。また、「卒論のテーマ」地として、学生達に宣伝をさせる
事によって卒論を描く学生達が多く集まってくる。
・ ６次産業化の推進を行うに当たって、都市住民の知恵、識見などを持った
人を募集し、地元住民の６次産業化力と合わせた特産品づくりを行い、販売戦
略や宣伝手法を相互に協議していくような特産品販売も１つの思考と考える。
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堀口　悟 ほりぐち　さとる ランドブレイン株式会社

データに基づく分析とワクワクを起点にPDCAを回し、まちづくりや生業づくり
を仕組み化で支える裏方専門のプロデューサーです。地域が主語となって、目
的を実現するため、地域の歩幅にあった方法論を提案します。
得意なこと①：まちやむらの総合診療医として的確な初期診断の実施
　⇒データに基づく分析や話の聞き取りによって、複数の角度から大切な情報
を引き出し、交通整理することで、課題の本質を見える化します。
得意なこと②：道の駅や地域商社・DMOによる稼ぐ地域づくりの支援
　⇒道の駅の新設・再生、地域商社やDMOの創業経験を活かし、1次2次3次の事
業者を核に地域全体の外貨獲得の仕組みづくりを支援します。
得意なこと③：合意形成を基軸に地域を主語にしたブランド化の支援
　⇒関係者の合意形成を大切にしながら、開発や販促の“攻め”と商標制度等
の“守り”をバランスよく押さえ、地域のブランド化につなげます。
得意なこと④：一歩踏み出すために走りながら考える伴走型の支援
　⇒関係者が共有できる目的設定と、いまできる一歩目のアクションを決め
て、動きながら改善・実践する行動マネジメントを一緒に伴走します。

本田　勝之助 ほんだ　かつのすけ 本田屋本店　有限会社

１．農業と食から実績を積んだ地域プロデュースの総合専門会社を経営。
２．代表商品は「本田屋継承米（氏郷）」。肥料開発及び、生産管理、販売ま
で一貫して行っている。納入先には銀座久兵衛や金田中などの名店、京都伊右
衛門サロンなどカフェレストラン等で使われている。
３．全国各市町村への戦略的アドバイス、ブランドや商品開発、産業活性化へ
の各種取り組みなどの要望に応え、地域との官民連携で戦略的にプロデュース
している。
４．伝統工芸品のリブランド、商品開発。（Futradition WAOとの協業）
５．クリエイティブ：PR制作物（コピー、ポスター、リーフレット、映像、各
種）
６．観光やまちづくり、スマートシティー等のモデルづくり。
７．日本遺産認定の全地域に対しての統括プロデューサー業務

本田　節 ほんだ　せつ 有限会社　ひまわり亭

1998年に、地域のボランティアグループ「ひまわりグループ」のメンバーと共
に地域の主婦たちによる地産地消の農村レストランを立ち上げました。
「もったいない」をキーワードとし、地域の財産ともいえる「おばちゃん・お
ばあちゃんの知恵・経験・技・感性」を活かさないのは「もったいない」、地
域の素晴らしい食材を活かさないのは「もったいない」、取り壊し寸前の築
120年の古民家が「もったいない」、ということで古民家を移築したお店を拠
点に地域の素材を出来る限り活用し、安心安全な食を提供しています。
また、「食」を通して、地域づくりへの貢献や食育活動、女性の起業アドバイ
スにも力を注いでいます。
さらに、2002年頃からは、グリーンツーリズムの推進にも積極的に取り組んで
おり、地元地域を巻き込んで「広域連携によるグリーンツーリズム実践」を推
進しています。
日本各地、さらには韓国等国外からの視察研修を受入れており、学生のイン
ターンなども積極的に受入れております。

松井 郁夫 まつい　いくお
株式会社　松井郁夫建築設計
事務所

古民家の知恵に学び、日本の気候風土に合った木組の家づくりを実践。「むか
しといまをみらいにつなぐ」住まいづくりを通して美しい日本の風景と地域コ
ミュニティの再生がテーマ。
良質の木の家に住みたくても手が出ないと思っている建主、伝統の技を活かす
場所がないと嘆く職人、植林の費用が必要な山のために、協働することでそれ
ぞれの夢をかなえる、共存共栄の仕組み“ワークショップ「き」組”を立ち上
げる。
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松嶋　匡史 まつしま　ただし
株式会社瀬戸内ジャムズガー
デン

手作りジャム専門店「株式会社瀬戸内ジャムズガーデン」代表取締役。周防大
島観光協会副会長のほか山口県のキャリア教育推進委員や活力創出推進会議委
員なども務める。
2001年10月に新婚旅行先のパリでジャム屋と出会い2003年11月個人事業として
手作りジャム専門店を高齢化率日本一と言われた瀬戸内の島、周防大島（山口
県）にて創業。
耕作放棄地を借り受けて自社農業部門を立上げ、現在はブルーベリー・あん
ず・金時いも・いちご等を生産。店舗では自家製ジャムを活用したスイーツが
楽しめるカフェギャラリーを運営するなど、ジャム加工のみでなく、農業（一
次産業）・加工業（二次産業）・サービス業（三次産業）をミックスした6次
産業形態の事業を展開。地域を巻き込んだ6次産業化を実践している。地域資
源を活用し、地域に産業と雇用を創出することを主眼に活動を展開し、現在で
は首都圏からの移住者を含めスタッフは30人の規模。最近はお寺と連携した空
き家のリノベ―ジョンで移住者の呼び込みを行ったり、全国初の小中高連携起
業家教育への取り組みなど活動は多種多様。2014年新書大賞受賞の「里山資本
主義（角川書店）」などでその取り組みが紹介されている。

政所　利子 まんどころ　としこ 株式会社　玄（げん）

１. 地域／環境計画・総合プロデュース
　　地域計画・環境計画・公共事業・事業計画・産業活性化計画の総合プロ
デュース
２. 地域ブランド・国産ブランド／商品開発・商品企画／人材教育
　　プロダクト・プランニング・ビジネスプロデュース・メディア計画
３. 地域ＰＲ・ＳＰ計画の企画制作
　　ＳＰ企画、マーケティング計画、メディア計画、総合コミュニケーション
プロジェクト
４. 行催事の企画制作・実施／海外向け地域ブランドPR事業の企画制作
　　イベントのプランニングからのプロデュース、実施
５. グラフィック・エディトリアル・映像・立体デザインの企画制作　
　　ＳＰ・ＰＲ・コピー編集、デザイン、展示映像制作等のマルチメディア企
画
６．都市計画・地域計画・事業計画に関わるソフト事業の企画・設計と運営管
理
　　地域計画に関連する人材教育の各種ツール制作、快適環境整備等のソフト
事業設計
７. 和學塾食会議事務局　
　　国産食材のPR事業を通じて国内農産品生産地の活性化と次世代の後継者づ
くりに貢献します。

水野  正文 みずの  まさふみ 郡上大和総合開発株式会社

１９９３年から古今伝授の里づくりに関わり和歌文化の拠点施設「古今伝授の
里フィールドミュージアム」をオープン。１９９９年「やまと温泉やすらぎ
館」の立上げ、営業指導を行い雇用の創出、福祉向上を図る。続いて２００１
年「くつろぎ広場」、道の駅をオープンさせ、特産品開発、販売サービス、営
業指導管理を行い、若者・女性の働き場を確保。２００５年に東海北陸自動車
道「ぎふ大和ＰＡ」内にサービス施設をオープンさせ、高速交通網を活かした
特産品の販売拠点を整備。４施設の経営管理を市から指定管理料０円で３セク
が受託し、その利益から順調に開発型インター借入金を償還。２００７年から
郡上地域活性化協議会・交流部会長として、国の地方の元気再生事業により
「郡上長良川源流域森と川の恵み集落再生実証事業」に取り組む。県のアグリ
マイスターとして、他市を指導。全国的には、三重県、島根県、九州、福井県
でのまちづくり、３セク経営などの講演活動と共に、関係者の現地研修受入指
導を実施。また、ＪＩＣＡに協力し、中国、ブルガリア、ベトナム、中央アジ
アからの視察研修受入指導、ベトナムにおける国道の駅管理運営指導を行う。
　ＮＰＯ法人コミシス郡上の監事として、福祉、教育活動を行う。
　現在は郡上市役所を早期退職し、まちづくりを行う第三セクターの代表取締
役として、経営管理を行っている。
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御園　愼一郎
みその　しんいちろ
う

大阪大学／地域活性学会

・自治省入省後、地方税財政制度の企画立案に参画。また、福井県、愛知県、
茨城県において県政運営に関わるとともに県下市町村の行財政運営にも関与す
る。制度立案過程の構造と組織運営の提要を学ぶ
・サッカープレーヤーであったことなどによる日本サッカー界との縁で２００
２ＦＩＦＡワールドカップ組織委員会に勤務。アジアで初めて，初めての共同
開催というワールドカップの成功に寄与。スポーツの持つ一体感や形成力を実
感するとともにサポーターとの距離感の取り方の重要性や国際的事業における
交渉力の大切さを痛感。
・内閣官房地域再生本部において地域社会の活力を構築するための国家組織を
あげてのシステムを構築。その一環として地域再生法を制定。全国に地域再生
の輪を広げる。
・地域再生のため大学との連携システムを考案。「地域再生システム論」とし
て３０を上回る大学における地域活性化講座開設に寄与。　自らも複数の大学
で教鞭もとる。
・地域活性化をともに語りともに進めるための集団としての「地域活性学会」
の設立を発案。発足にも貢献。現在副会長として学会活動の進展、とりわけ学
会スポーツ振興部会長として2020東京オリンピックパラリンピックのホストタ
ウン運動を契機とした地域づくりの支援活動を積極的に展開中。
・厚生労働省において介護保険や生活保護などを担当。介護予防を地域で支え
る事業の一環としてＪリーグのチームによる地域の健康作り活動の展開を提唱
し実現に。その延長線上の活動として医療介護のサービスの質の向上や究極の
地域づくりである「地域包括ケアシステムの構築」に際して欠かすことのでき
ないヘルスデータをクラウド上で管理することを目的とするNPO法人の活動を
展開中。

宮　桂子 みや　けいこ NPO法人 菜の花トラスト  '97菜の花サポーター（第１期）登録

宮城　治男 みやぎ　はるお
特定非営利活動法人ETIC.(エ
ティック)

自らの意志と行動で社会の課題を解決し新しい価値を生み出す「起業家型リー
ダー」の育成及び輩出並びに「起業家型リーダー」を育む社会基盤の創造及び
整備を行うことを通じて社会全体の変革を創造し、もって社会全体の利益の増
進に寄与することを目的とする。
取組概要
（１）起業家型リーダー育成事業
（２）起業家型リーダーを育む社会基盤創造整備事業
（３）職業紹介及び労働者派遣事業
（４）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

三宅　曜子 みやけ　ようこ
（株）クリエイティブ・ワイ
ズ　　株式会社マーケティン
グ・ナビ

女性の感性を生かし、消費者ニーズを的確にとらえた中小企業のマーケティン
グ全般の支援、地域の活性化事業支援を行っています。特に食関連のマーケ
ティングに関しては、メニュー開発をはじめとする商品開発、パッケージやラ
ベル、広告戦略、販路開拓までトータルに支援。工芸品に関しては、広島県熊
野町の化粧筆を世界レベルのブランドにプロデュースするなど、商品開発から
戦略支援までを実施。2007年、経済産業省の中小企業地域資源活用事業プログ
ラムの政策審議会委員、また、衆議院経済産業委員会、中小企業地域資源活用
促進法案参考人として国会に立ちました。以後、地域資源を活用した商品開発
や販売促進、販路開拓、観光事業開発、農商工連携事業や農業の六次化、建設
業の業態拡張や業態転換、ソーシャルビジネス、コミュニティビジネス、海外
展開支援等、中小企業の活性化に対する幅広いハンズオン支援を行っていま
す。

村橋　保春 むらはし　やすはる 株式会社まち実践社

地域振興を地域特産品生産・流通の面から支援する業務を中心に、併せてまち
づくりや店舗施設開発運営支援業務を実施している。
事業主体として、地域特産品の情報発信、マーケティング分析、販路拡大、市
場確立を目指して「地域起点ショップここから」の店舗運営を行っている。
地域特産品生産は地域振興に大きな役割を果たす。このため生産事業を地域ビ
ジネスとして成立させなければならない。都市圏における市場確立は必須であ
り、理論的検討のみならず、現場における実証的分析、つまりお客様（市場）
の具体的本音を知り、事業企画・実施に活かすことが最も重要である。
当社は地域活性化に関わる地域の事業者の方々が都市圏との流通経路をしっか
り持って、地域の生産の増加、雇用の増加、ひいては地域経済の向上につなが
る支援を行っている。特に、起業、新規分野展開など、新たなチャレンジに取
り組むスタートアップの段階での支援に注力している。

望月　孝 もちづき　たかし
株式会社プロジェクト地域活
性

東北地域において、地域の人財育成・確保、農商工連携等6次産業化・地域ブ
ランドの推進、観光・ツーリズムの推進等、地域の「人財」を核にして地域活
性化を支援しています。現在、東日本大震災からの復興農商工連携等6次産業
化による地域の活性化に重点を置き、東北地域の6次産業化を担う人財を育
成・確保する『6次産業化プロデューサー育成塾』『東北のムラで働き隊！プ
ロジェクト』等の取組みを実施しています。



地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順） 農・林・水産業 令和２年４月１日現在

氏名 ふりがな 所属名称 取組概要

森　昭彦 もり　あきひこ
有限会社オフィス・ビー／一
般社団法人奈良県中小企業診
断士会

・地域企業の伴奏型支援による地域産業振興を軸にした地域活性化の推進。

・農林業活性化や地域資源活用を軸にした地域活性化の推進。

・観光の活性化やＤＭＯ形成等の組織化を軸にした地域活性化の推進。

等々、多様な形で地域活動を支援しています。

森賀　盾雄 もりが　たてお 人間環境大学

36年間「はみ出し公務員」といわれ、新居浜市職員として前例のないことを主
に取り組んできた。市職員退職一年前に愛媛大学に引っ張られて専任准教授に
なり、一年後に経済学博士学位を取得し、さらにもう一年後に教授になった。
担当科目は「起業論」「マーケティング論」「地域マネジメント論」など。愛
媛大学では愛媛大学紙産業修士コース創設に中心的役割を担い2010年に開設
(現・バイオマス資源学コースとして全国の紙産業の研究・教育の拠点化を進
めている)。2015年に六年間の専任教員を退職し、非常勤講師をしながら地域
人材づくりに奔走。愛媛大学社会人講座修了生(愛媛県内をはじめ近県165名)
を中心とした「地域再生塾」塾長、高知県須崎市「須崎未来塾」塾長などで、
人と地域に内在して地域づくりに取り組んでいる。産業遺産活用では我が国草
創の頃から30年以上取り組み、新居浜市の新しい顔に定着させた。市職員・大
学教員・地域人材塾で蓄積した地域現場に適合した知的地域づくりを進めてい
る。得意とするのはイノベーション論・マネジメント論・マーケティング論の
様々な分野に横断的に適用した分析・実践である。

森本　明夫 もりもと　あきお COテクノロジー株式会社 -

箭内　武 やない　たけし
株式会社ＹＡＮＡＩ総合研究
所

1．改善コンサルティング（セル生産方式）
材料メーカー、家電、電子部品、機械加工、製造工場の現場改善を中心とした
コンサルティング。調剤薬局の在庫削減、労働時間の改善など。

２．人財育成
青森県、八戸市等の人材育成プログラムに従事。高校生、大学生、社会人の研
修講師として活動。
八戸学院大学客員研究員として地域社会人向けセミナーを行う。

３．企業マッチング支援
ものづくりコーディネーターとして産学官の連携、企業の国内外のビジネス
マッチングを企画実施。

谷中　修吾 やなか　しゅうご
地方創生イノベータープラッ
トフォーム INSPIRE／BBT大学 
経営学部グローバル経営学科

◆価値創造型の超絶まちづくり 〜突き抜けたアイデアを事業化する〜
国内最大級の地方創生イノベータープラットフォーム「INSPIRE（インスパイ
ア）」を立ち上げ、日本全国の地方創生まちづくりで活躍するイノベーターを
束ね、彼らの実践しているノウハウを体系化した「超絶まちづくりの集合知」
を社会にシェアする取組を推進している。１万人の地方創生イノベーターコ
ミュニティーを形成し、中央省庁、地方自治体、グローバルカンパニーとのタ
イアップ事業を展開。突き抜けたアイデアから事業を生み出す価値創造型のビ
ジネスデザイン技法を伝授するとともに、地域における「イノベーターの発
掘・育成・活用」を支援している。アイデアソンやアクセラレータなどの事業
プロデュースに関する専門的知見を活かし、日本全国で地域におけるイノベー
タープラットフォームを構築した支援実績多数。また、ビジネススクール
（MBA）教授として教鞭を執り、理論と実践に基づいて、地域に対して再現性
のある実務ノウハウの伝授に努めている。
【主たる支援内容】①価値創造型のビジネスデザイン技法の伝授（講話、ワー
クショップ）、②イノベーターの発掘・育成・活用を通じた地域イノベーター
プラットフォームの構築支援（カンファレンス、アイデアソン、アクセラレー
タ）、③地方創生事業の総合プロデュース（プロデューサー、アドバイザー）
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氏名 ふりがな 所属名称 取組概要

矢野　邦子 やの　くにこ FoodDesignアトリエやの

農山漁村の課題解決のための６次産業化について助言・商品開発等をしていま
す。
例１　真鯛の一夜干しを作るときに出る真鯛の骨の商品化。真鯛の骨をペース
ト状にしてベシャメルソースを考案。FOODXで金賞受賞。
例２　毎年１０トンもの規格外トマトの破棄に悩んだ地域でトマトの６次産業
化。農家レストランのトマトキーマカレーを開発。山村の農家レストランに毎
月３千人もの人が来るようになる。　他

中央商店街の賑わい創出事業は、歩道が拡張整備され憩いの場となるよう、イ
ベントを企画運営・助言・指導します。
例１　通りで本物の結婚式　商店街を幸せなイメージへブランディング。商店
街にあるブライダル専門学校とコラボ企画。地元の商店街の花屋さんが通りを
飾る。
例２　俳人正岡子規の生誕の地を活用し吟行や正岡子規が書いた仰臥漫録から
正岡子規が食べたであろうノボサンカレーを作り参加者へふるまう。　他

その地域に合った課題解決に向けて、多くの話し合いの中から地域の課題解決
と、何を継続的にしていきたいのかを見極め、地域の皆さんとともに作り上げ
ていきましょう。講演依頼も引き受けますので、まちづくりのきっかけに活用
してください。

矢野　富夫 やの　とみお 高知県檮原町

町長時代に、町民の不安に思うことや町内外の意見等を調査分析し、絆と自立
をキーワードに、小さな拠点ゆすはらづくりを掲げ、「自分たちでできること
は自分たちでする」を合言葉に 、地域の課題を解決する小さな拠点・地域運
営組織（梼原町では集落活動センターという。）を町内全域に６ヶ所設立する
とともに、ゆすはら未来大使を任命している国立競技場を設計した世界的建築
家隈研吾氏とともにまちづくりに取り組み、町内にある隈研吾氏が設計した６
つの建築物を生かしながら、町民みんなと心を一つに、生きる仕組みをつく
り、人口減少に歯止めがかかりはじめるなど、まちづくりのモデルとなってい
る。
 　そうした経験から、全国各地の大学、各種団体、市町村や市町村議会等に
出向いての講演や内閣府の小さな拠点・地域運営組織の形成推進に関する有識
者懇談会委員及び学校法人平成学園アドバイザー等の活動を行う。

矢原　正治 やはら　しょうじ
山陽小野田市立　山口東京理
科大学　薬学部

１） 山陽小野田市の江汐公園内の薬用植物園を管理しています
２） 現在、山口東京理科大学の校内に薬用植物園を作っています
３）　薬用植物を知ろうin熊本を毎年一回開催しています（２０１９年は第１
９回）
４）　八幡薬剤師会の皿倉山での薬用植物観察会の講師を担当しています
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氏名 ふりがな 所属名称 取組概要

山川　進 やまかわ　すすむ
公益財団法人　三重県産業支
援センター

・「企業誘致」…製薬会社、外資系企業など大型企業誘致を実現。東京、福岡にお
いて「SOHO（ｽﾓｰﾙｵﾌｨｽ･ﾎｰﾑｵﾌｨｽ）形態」での企業誘致活動を行い、企業・行政との
新たなネットワーク構築を行う。
・「新たな企業投資促進制度の創設」…マイレージ制度、マザー工場化の促進など
を柱とする新たな制度を創設し、県内への企業投資を促進。
・「コンビナートの再生」…行政・産業界が協働した、規制改革や新たな産業展開
の内容をﾊﾟｯｹｰｼﾞとし、構造改革特区に申請、第１号認定を受けることに尽力する。
・「様々な連携」…「地域発のｵｰﾌﾟﾝ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出」を行う「高度部材ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝ
ﾀｰ（AMIC）」を三重県四日市市に設置。地域の産業構造の「知識集約型産業構造」
への転換を目指す。ここで、現在も異業種・同業種連携、大企業と中小企業の連
携、各種課題解決、産業人材の育成などを行っている。
・「温泉街の活性化」…三重県菰野町の湯ノ山温泉にて、各業者での取組を地域一
丸となったものへとコーディネートし、「女将の会」結成などにつなげる。
・「町おこしリーダー研修」…三重県紀北町の町おこしリーダー研修にてアドバイ
ザーを務め、研修生の成果を行政や地元産業界とも連携した継続的な取組へと繋げ
る。
・「中小企業連携（シンジケート）の促進」…複数のものづくり中小企業が得意と
する技術やノウハウを結集し、技術レベル向上や新たなマーケット開拓などにつな
げるための中小企業連携体の構成に尽力。三重県には全国トップクラスの連携体が
構成されるに至っている。
・「三重県海外ビジネスサポートデスクの開設」…成長する新興国等の市場を取り
込むため、中小企業の海外展開を支援する「海外ビジネスサポートデスク」（中
国、ASEAN）の設置に尽力。
・「三重県と北海道との産業連携」…「『三重県・北海道』産業連携推進会議」の
設立に尽力。三重県と北海道の「ものづくり技術」と「地域資源」の連携を進め、
新たなビジネスの創出、さらには地域経済の活性化に繋げる。
・首都圏営業拠点「三重テラス」…東京日本橋において、三重県の魅力を総合的に
発信する拠点「三重テラス」の開設に尽力。
・三重県中小企業・小規模振興条例の策定に尽力
・職員研修センターで県職員向けの研修を実施。三重県職員の人づくりの参画、三
重県の商工部門の第１人者として活躍した経験を基に、自ら研修講師として三重県
職員に語りかけることで、現場を大切にする職員を育成。
・経済産業省の「ひとづくりの切磋琢磨による地域創生実行会議」の委員として参
画。
・沖縄県と連携して、沖縄の物流特区を活用した東アジア戦略を模索するほか、他
地域との連携を検討中。さらに地域のコアとなる中小企業との連携を深めて、海外
への販路拡大や現地での人材育成の取組を進める。
・各地の事業者や産業支援機関と連携し、地域商社等を通じた地域産品の販売や中
小企業が連携した新たなビジネスや人材交流を促進。

山口　成美 やまぐち　なるみ 有限会社　シュシュ

地域農業の活性化を目指し平成８年にビニールハウスで農産物直売所をオープ
ン後様々な施設を建設し、現在では農業交流拠点施設おおむら夢ファームシュ
シュに年間49万人の来場者を迎えており従業員数約80名で地域の活性化及び雇
用に大きく役立っている。
また、六次産業にも積極的に取り組んでおり、アイス、パン、洋菓子、レスト
ラン、農産物加工センター等で地域で採れた農畜産物を加工販売することによ
り農家の所得向上と付加価値を高めた地域ブランド商品作りを行なっている。
他にもグリーンツーリズムによる地域の活性化も行なっており、イチゴ、梨、
ブドウ、ブルーベリー等の観光農園や農家民泊にも取り組んでおり、都市と農
村の交流を行なっている。

山田　桂一郎
やまだ　けいいちろ
う

　JTIC.SWISS

これまで北海道から沖縄県の離島まで全国各地のあらゆる地域振興や活性化に
関わってきまし た。特に、住民主体の地域経営組織の立ち上げと運営や民間
事業として様々なビジネス化による 収益事業で成果をあげています。基本は
全て「自立」と「持続」です。 また、政策、施策、事業化には地域経営の視
点を重視しています。どれだけ良い計画やデザイン であったとしても人間社
会の「エゴ」と「利害」により全てが崩壊します。 多くの地域で、行政の単
年度やりっぱなし事業で地域が疲弊疲労している現実があります。地域 住民
も何をやって良いのか全くわからない場合もあります。それ以上に目の前の生
活に困ってい ない人もいます。 この様な状況から脱出するためには、地域の
問題、課題を自分事として住民が認識することが重 要であり、住民が根本的
な解決と共に自らの未来を切り開く活動に取り組むことが必要です。学 問や
机上の空論の世界ではなく、日々現場で地域の生き残りを皆さんと一緒に真剣
に考え、実 践しています



地域活性化伝道師分野別リスト（敬称略・五十音順） 農・林・水産業 令和２年４月１日現在

氏名 ふりがな 所属名称 取組概要

山戸　健 やまと　たける
熊本ネクストソサエティ株式
会社

官・民連携をテーマに、特にITを活用した食の流通促進の仕組みを構築してき
ました。
□経済産業省・農林水産省　農商工連携事業　認定
「不知火海など熊本近海で採れる生鮮魚介類の新流通システム構築事業」
□熊本市　平成23年～25年　こだわり熊本やさい地域内流通モデル支援業務
□熊本県　商工観光労働部テーマ選択型地域雇用創造事業
 「熊本県の農林水産業者・食品加工業者への情報提供による新商品開発およ
び販路開拓機会の創出」
□熊本市　地場企業雇用支援事業
「県内外からのお問い合わせに対応する、熊本市の生産物・加工品・６次化商
品等の検索システム開発による販路拡大支援事業」
□フード・アクション　ニッポン（共催：農林水産省）
平成25年度　フード・アクション　ニッポン　アワード　流通部門　優秀賞
「「フードバンク」を活用し‘顔の見える生産者’を発信」

山本　哲 やまもと　さとし NPO法人せんがまち倶楽部

 「千框（せんがまち）」の棚田を守ろうとＮＰＯ法人「せんがまち棚田倶楽
部」が活動している。現理事長として、減り続ける棚田をなんとかしたいと思
い、地元菊川市の上倉沢にある棚田を活動の場として、仲間と「千枚田を考え
る会」を発足。平成11年にこの棚田が静岡県の「棚田等十選」に選ばれると
「棚田保全推進委員会」と名前を変えて米作りに本格的に乗り出した。その10
年後にＮＰＯ法人となり、棚田オーナー制度を導入、「棚田いこうよ」と大勢
の人に呼びかけて保全活動をしている。

山本　浩史 やまもと　ひろし NPO法人地域おこし

池谷・入山地区は、新潟県中越大震災で被災し、廃村の危機にあったが、外部
からのボランティアを受け入れたことをきっかけに、ボランティアの受入団体
を母体に「十日町市地域おこし実行委員会」（現在のNPO法人地域おこし）が
発足し、都市部との交流や移住促進、ブランド米の生産に取り組む。一度は６
世帯13人まで減少した集落が11世帯25人にまで増えた「奇跡の集落」。

横田　純子 よこた　じゅんこ
特定非営利活動法人　素材広
場

福島県地産地消推進事業
・福島県内の素材情報発信
・受発注業務
福島県地産地消企画事業
・宿の地産地消に関わるリニューアルやスタッフ研修など
・行政や会員外からの地産地消に関わる企画および運営
旅行事業
・宿の手配
・体験プログラムの構築
・着物レンタル

吉田　敦也 よしだ　あつや 合同会社テクサラダ

専門は人間中心主義の情報デザイン。コミュニティ基盤型学習プログラム開
発、対話の場づくりとプロセスファシリテーション、未来設計など。長年にわ
たり地域創生の実践、リーダー育成、場づくりに取り組んでいます。2015年9
月,3年間にわたる北欧調査を経て, 国立大学初の徳島大学フューチャーセン
ターA.BAを設計/開設し、第29回日経ニューオフィス賞四国ニューオフィス推
進賞を受賞。また、大学キャンパスを活用した徳大ファーマーズマーケットの
開発/実践、徳島の豊かな自然を活用したハンズオンプログラム「上勝自然学
校もりのべ」の開校にも成功し、感じる力をもった次世代育成、持続し変化に
強いコミュニティ形成のための研究/開発/実践に実りをつくっています。2018
年からは徳島県小松島市と共同した「こまつしまリビングラボ」（JST未来共
創事業）のプロジェクトリーダーに就任。一次産業業/産業創発を基盤にした
地方創生イノベーションを推進しています。このプログラムの中では、米国オ
レゴン州ポートランドやオランダと連携した日本初の「社会共創キャンプ」を
実施しました。2019年、これらの経験を基礎に、未来デザインと社会イノベー
ションのコンサルティングファーム「合同会社テクサラダ」を設立、CEOに就
任。東京大手町エコッツエリア協会3x3 Lab Futureを拠点にしたインパクトデ
ザイン研究会を主宰し、「古民家を活用した酒蔵ホテルづくり」プロジェクト
等を実践しています。徳島大学では授業「SDGsと地域イノベーション」（総合
科学部、非常勤）を担当しています。
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吉弘　拓生 よしひろ　たくお
一般財団法人地域活性化セン
ター

◆地域資源を活かした交流連携のまちづくり
・森林セラピー導入に係る助言、現地指導、人材育成等の伴走支援
・「森林サービス産業」に係る現地指導
・地域循環共生圏導入にあたっての事前研修
◆地方公務員を対象にした研修・講演
・都道府県、市町村階層別研修講師（幹部職員研修、中堅職員・新規採用職員
研修）
◆金融機関等と連携した取り組み
・奨学金創設に関するアドバイス
・官民連携での地方創生の取り組みに係るアドバイザー
◆働き方改革・ワーケーション
・民間企業と連携したワーケーション誘致アドバイザー
・自治体の企業誘致に係るアドバイザー、マッチング支援

米田　雅子 よねだ　　まさこ
慶應義塾大学先導研究セン
ター

2007年〜2010年に内閣府規制改革会議委員（地域活性化、農林水産業、あじさ
い・もみじ要望を担当）。補助金適化法の弾力運用、ボランティア有償運送の
実現、農地法・酒税法・森林法改正に寄与。
構造改革特区評価・調査委員、PFI推進委員会委員、経産省の農商工連携８８
選委員長等を歴任。農商工連携、林建協働、平成検地の政策を提唱。
現在は、建設産業、建設業の複業化、防災、森林再生、地方公共政策など幅広
い分野で、フィールドワークを重視した研究と支援活動を行い、大震災後の防
災・減災政策にも取り組む。日本学術会議会員。　建設トップランナー倶楽部
代表。上閉伊地域（釜石、遠野、大槌）復興住宅協議会顧問。JAPIC（日本プ
ロジェクト産業協議会）森林再生事業化委員会特別顧問。国産材マーク推進会
特別顧問。防災学術連携体（日本学術会議と連携）代表幹事。

若林　宗男 わかばやし　むねお
若林ビジネスサポート／事業
構想大学院大学

・豊富なメディア経験とコミュニケーション能力を活かして、企画、広報、イ
ベント開催で強みを発揮、プレスリリースの記事化率は9割を超える。
・島根県三郷町の「みさと暮らし5.0研究会」の委員、「みさと暮らし編集ラ
ボ」講師。
・福岡県八女市の八女商工会議所の観光振興事業のアドバイザー。滞在型観光
の重要性を説き、2020年4月に築100年以上の古民家ホテルNIPPONIA HOTEL八女
福島商家町の開業につなげた。
・九州の観光振興には九州としての広報活動が不可欠と考え、九州広報セン
ターを提案。九州観光推進機構の石原会長が賛成し、2016年6月に同機構内に
九州観光広報センターが設立され、副センター長兼海外担当に就任。
・熊本地震後の海外風評被害対策事業One Kyushu Project(経産省事業)を支え
た。
・経産省九州経済産業局知的財産室主催の九州ブランド総選挙(2017年)や九州
地域ブランドコンペティション(2018年)で審査委員長。地域団体商標の活用状
況・課題の調査・分析及び支援モデルの実証事業検討会(2019年で委員長。
・福岡県の農山村と都市の絆づくり事業では、2013年～うきは市、2014年～八
女市星野村のアドバイザー。

渡邉　賢一 わたなべ　けんいち
株式会社 XPJP／一般社団法人 
元気ジャパン

・内閣府/石垣市 インバウンド事業 「アイランダーサミット石垣」 総合プロ
デューサー
・文部科学省 スポーツ庁　武道ツーリズム映像発信事業 総合プロデューサー
・愛媛県 愛媛県デジタルマーケティング事業 「Experience Ehime, Japan」　
総合プロデューサー
・福島県 ダイヤモンドルート情報発信事業　総合プロデューサー
・栃木県 訪日ブランディング事業 「The Grace of Japan, TOCHIGI」 総合プ
ロデューサー
・九州観光推進機構　公式ブランディング事業 総合プロデューサー
・北海道観光推進機構 デジタルマーケティング事業 総合プロデューサー
・関西観光本部 インバウンド情報発信事業 総合プロデューサー
・東武鉄道 地域情報発信「TOBU Creators Experience」、「TOBU NOASOBI 
Experience」 総合プロデューサー
・伊勢神宮　公式映像　総合プロデューサー
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