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第１章 調査の概要 
 

１. 調査の目的 

 

（１） 調査の目的 

 地域サービス(参照：本ページ＊１欄)を安定的に住民に提供し、最低限の生活インフラを維持

することは、「しごと」と「ひと」の循環を目指す地方創生の考え方の根底をなすものである。

人口減少が激しい勢いで進展する中山間地域において、こうした地域サービスを維持するた

めには、担い手となる組織作りが鍵となる。現在、これら地域サービスを担っているのは、

主に地域の任意組織（地域任意団体等）、地域で活動するＮＰＯ法人等、地域に密着して地域

資源を生かす企業（地域資源活用型企業）等（参照：本ページ＊２欄）である。 

 平成 27年度においては、これらの団体の相互連携が、「地域の自立」「地域の稼ぐ力」の向

上に資するのではないかとの仮説に基づく施策の検討を行う研究会活動を実施し（参照：１

（２）「平成 27 年度研究会活動成果を踏まえた調査設計」）、事例等によりその連携効果が確

認されたところである。 

 本調査は、中山間地域を多く抱え、課題先進地域である中国地域において、その課題を強

みに変えていくための取組みとして、前年度研究会成果を生かし、地域サービスの自立・継

続に向けた仕組み作りや支援のあり方について検討するものであり、研究会の開催、事例の

収集・とりまとめ、データベースの作成、運営ガイドブックの作成等により、自立した地域

サービス運営組織の育成につなげていくこととした。 

 

*１ 本調査における『地域サービス』の定義 

 本調査においては、『地域サービス』を以下のとおり定義する。 

 

「地域の公共交通、小売・生活関連サービス、介護、保育などの課題を事業活動的な手法を用いながら

総合的・効率的に提供するサービス事業」 

 

 なお、上記定義は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（まちひとしごと創生本部 2015 年 12 月改訂）の

考え方に基づくものである。 

 

＊２ 本調査における好循環連携モデルの構成主体の定義 

 地域任意団体等 

 本調査では、自治会、町内会、学区まちづくり協議会、地域振興協議会など、法人形態の有無に関わ

らず、地域コミュニティにおける住民活動組織のこととする。 

 

 中国地域の活動例 

 波多コミュニティ協議会（島根県雲南市） 

 川根地区振興会（広島県安芸高田市） 等 
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 ＮＰＯ法人等 

 本調査では、地域外の人材やアイデアを含め、各種機会をもたらす市民・住民が立ち上げる特定のテ

ーマを目的とする特定非営利組織のこととする。 

 ワーカーズコレクティブ（＝共同出資した組合員が経営権を所有し，自ら労働に従事して報酬を得る経

営事業体）など、仕事おこしにつながる市民的・住民的な社会的事業もこれに近い。 

 

 中国地域の活動例 

 ＮＰＯ法人学生人材バンク（鳥取県鳥取市）等 

 

 企業等 

 本調査では、地域資源活用や雇用などを通じて地域に密着した事業を通じて、地域社会の課題解決

や地域に「外貨」をもたらし、または、地区の経済循環に資する側面をもつ企業のこととする。 

 

 中国地域の活動例 

 株式会社 瀬戸内ジャムズガーデン（山口県周防大島町） 

 株式会社吉田ふるさと村（島根県雲南市） 等 

 

（２） 平成 27年度研究会活動成果を踏まえた調査設計 

～中国地域の中山間地域における好循環連携モデルによる課題解決の可能性 

 中国地域においては、中山間地域をはじめとする多くの地域で全国水準を上回る速さで急

激な人口減少と少子高齢化が進行している。さらに地区縮小やいわゆる限界集落が多数発生

している。そこで、高齢者の見守りや子どもの登下校見守りなど、連合自治会や地域振興会

等の地域自治組織（地域任意団体等）、地域で活動するＮＰＯ法人等、地域に密着して地域資

源を生かす企業（地域資源活用型企業）等の働きが着目されている。 

 そして、そのためには、持続可能な地域形成を進める必要があるが、そのためには、小学

校区、中学校区程度の地域において、地域が持続可能な形で自立経営されることが求められ、

とりわけ「地域の稼ぐ力」がそのために大きな意味をなしてきている。 

 平成 27 年度においては、こうした背景を踏まえた施策の検討を行う有識者による研究会

を開設し、地域自治組織（地域任意団体等）、地域で活動するＮＰＯ法人等、地域に密着して

地域資源を生かす企業（地域資源活用型企業）等が相互に連携することで、「地域の稼ぐ力」

を起こしている事例が少なからずあることが確認され、そしてさらに、具体的には、地域自

治組織（地域任意団体等）が基盤となって地域で活動するＮＰＯ法人等と連携するケース、

また地域自治組織（地域任意団体等）が基盤となって地域に密着して地域資源を生かす企業

（地域資源活用型企業）等と連携するケースが有効であることが確認された（『「しごと」と「ひと」
の好循環作りにつながる新たな地域サービスを支える運営組織のあり方に関する調査事業 報告書』

（平成 28年２月 経済産業省 中国経済産業局））。 

以上を踏まえ、平成 28年度においては、これらの連携手法を現実化するための手法を一定

程度提起することとした。 

事前調査（中国地方で地域サービスを担う運営組織のリストアップ、アンケート調査、ヒ

アリング調査）を行い、その特性分析をおこなった上で（第 2 章）、さらに 中国地域におい

て地域サービスを担う運営組織のデータベース化の準備を行うとともに、組織間連携に向け

たマッチングの試行を実地におこなった（第 3章）。そしてこれら事前調査とマッチングの試

行に基づいて、「好循環連携モデルの提示」（第４章）を行った。 
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■研究会の概要 

 

≪委員名簿（敬称略）≫ 

区分 氏名 所属・役職 

座長 前山 総一郎 福山市立大学 都市経営学部 都市経営学科 教授  

委員 増﨑 知徳 日本政策金融公庫 国民生活事業中国広域営業推進室 室長 

委員 板持 周治 雲南市 政策企画部 地域振興課 地域振興グループ 主査 

委員 松嶋 匡史 株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 代表取締役  

委員 中村 隆行 NPO法人ひろしま NPOセンター センター長  

委員 中川 玄洋 NPO法人学生人材バンク 代表理事  

 

≪開催日程≫ 

開催回 開催月日 概要 

第 1 回 平成 28年 

12月１日 

 

・調査概要の説明 

・各調査手法の検討 

・地域サービス団体アンケート調査ヒアリング調査状況報告 

・地域エネルギーアンケート調査の結果報告 

第 2 回 平成 29年 

1月 13日 

 

・地域サービス団体アンケート調査ヒアリング調査結果報告 

・データベースの説明 

・実証調査の検討 

・地域エネルギー調査の詳細結果報告 

第 3 回 平成 29年 

2月 20日 

 

・実証調査結果及び分析結果の報告 

・好循環連携モデルの提示 

・地域エネルギー調査の分析報告 

 

 

（３） 中山間地域の好循環連携モデルによりめざす成果 

 本調査の目的は、中山間地域の３つの好循環連携モデル主体が有効に機能する仕組みと連

携モデルの提言にある。その実現によりさらにめざす上位成果は、以下の項目である。 

 移住人口・交流人口・関係人口増加による地域の担い手人材の多様化、財の流入 

 地域住民の主体的なコミュニティ機能・基本的な生活環境の維持 

 課題解決型地域サービスや資源活用型商品の開発、事業収益確保による事業所増 

 上記３つの成果の達成による地域担い手人材及び関係者による自立に向けた仕組み構築 
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２. 調査実施の考え方 

 

 中国地域の中山間地域における重要課題は、人口減少と少子高齢化がもたらす、『課題解決

に向けた』以下の要素の不足といえる。 

 

① 担い手人材の不足 

② 専門性の不足 

③ 持続可能性を担保する財の流れの不足 

 

 上記の不足要因を克服し、地域持続力を高めるには、以下の４要素の組合せが必要である。 

① 地域課題解決ニーズの発信による、地域貢献意識の高い都市在住のソーシャル関心層（＝社

会の課題解決に関心が高く、社会にとってよいことを個人の行動の基準とする層）への訴求 

② 専門人材・組織を巻き込むことによる課題解決能力の向上 

③ コミュニティ経済（＝コミュニティの中で、互助・共通・共同・助け合いの要素を重視する、地域に

根差した経済活動）とつながることによる、自立・持続可能な財の流れの創出 

④ ソーシャル・キャピタル（＝社会関係性資本。社会、地域における人々の信頼関係や結びつき

を表す概念）とコミュニティ経済を繋ぐ地域マネジメントの仕組みづくり 

 

【調査実施の考え方】 
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３. 調査の内容 

 

 調査実施の考え方に基づき下記の調査を実施した 

 

（１） 組織に関する調査 

 中国地域の地域サービスを担う運営組織のリストアップ及びデータベース化 

 好循環連携モデルの３類型ごとに中国地域における主要な活動団体の概況把握 

・高齢者の見守りや子どもの登下校見守りなど、連合自治会や地域振興会等の地域自治組織

（地域任意団体等） 

・地域で活動するＮＰＯ法人等 

・地域に密着して地域資源を生かす企業（地域資源活用型企業）等 

 

（２） 主要団体へのアンケート・ヒアリング調査 

 組織間連携に関する課題把握、運営ノウハウの収集、事業展開にあたっての規制や制度

改正要望の把握等 

・アンケート調査の実施 

・ヒアリング調査の実施 

 

（３） 地域資源調査 

 地域の稼ぐ力を生み出すための地域資源に関する賦存状況やその活用可能性の把握 

 
（４） 好循環連携モデルの仮説検証に向けた実証調査 

 各調査結果及び研究会での議論を踏まえ、好循環連携モデルの仮説検証を行うため、実

証調査を実施した。 

 
（５） 研究会の開催 

 研究会３回開催 

≪第１回≫調査目的、方針、調査手法、分析の考え方等について 実施状況報告 

≪第２回≫各調査結果報告と具体的方策（マッチングの仕組み）に向けた実証調査の検討 

≪第３回≫実証調査結果検証、好循環連携モデルの提示・地域エネルギー調査分析結果 

       の報告、まとめ 

 

（６） ガイドブックの作成 

 地域サービスを支える運営組織の自立・継続に向けたガイドブックの作成 事例紹介ほか 

  



 

8 

４. 調査フロー 

 

 本調査の実施フローは下図のとおりである。 
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第２章 事前調査 
 

１. 組織に関する調査 

 

（１） 中国地域において地域サービス（参照：本ページ＊１欄）を担う運営組織の 

リストアップ 

 想定する下記の３つの組織類型（参照：本ページ＊２欄）ごとに中国地域における活動団体 50

件の概況を把握することとした。 

 

【リストアップの 3類型】 

 地域住民により生活インフラを支える組織（コミュニティバスの運行等生活インフラを守る任意

組織等） 

→ 地域任意団体等として選定検討 

 

 専門的スキル（＝地域課題の解決に資する能力、技能、保有資格）を持つ支援組織（定住者

あっせん等、人口減少社会に対応するＮＰＯ団体等） 

→ ＮＰＯ法人等として選定検討 

 

 地域サービスをビジネスとして行う組織（地域資源活用事業で地域経済に貢献する株式会社

等） 

→ 企業等として選定検討 

 

【選考の視点】 

 地域サービス提供の成果達成状況や固有性をもとに候補をリストアップし、研究会の意見を踏

まえて次ページ表掲載のとおり決定した。 

 なお、選考にあたっては、上記の類型を踏まえた上で、事業活動内容により、「公共的要素の

強い取組み」「公益的要素の強い取組み」「収益的要素の強い取組み」に分類し、整理を行っ

た。 

 

*１ 本調査における『地域サービス』の定義 

 本調査においては、『地域サービス』を以下のとおり定義する。 

 

「地域の公共交通、小売・生活関連サービス、介護、保育などの課題を事業活動的な手法を用いながら

総合的・効率的に提供するサービス事業」 

 

 なお、上記定義は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（まちひとしごと創生本部 2015 年 12 月改訂）の

考え方に基づくものである。 

 

＊２ 本調査における好循環モデル連携の構成主体の定義 

 地域任意団体等 

 本調査では、自治会、町内会、学区まちづくり協議会、地域振興協議会など、法人形態の有無に関わ

らず、地域コミュニティにおける住民活動組織のこととする。 

 

 中国地域の活動例 

 波多コミュニティ協議会（島根県雲南市） 

 川根地区振興会（広島県安芸高田市） 等 
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 ＮＰＯ法人等 

 本調査では、地域外の人材やアイデアを含め、各種機会をもたらす市民・住民が立ち上げる特定のテ

ーマを目的とする特定非営利組織のこととする。 

 ワーカーズコレクティブ（＝共同出資した組合員が経営権を所有し，自ら労働に従事して報酬を得る経

営事業体）など、仕事おこしにつながる市民的・住民的な社会的事業もこれに近い。 

 

 中国地域の活動例 

 ＮＰＯ法人学生人材バンク（鳥取県鳥取市）等 

 

 企業等 

 本調査では、地域資源活用や雇用などを通じて地域に密着した事業を通じて、地域社会の課題解決

や地域に「外貨」をもたらし、または、地区の経済循環に資する側面をもつ企業のこととする。 

 

 中国地域の活動例 

 株式会社 瀬戸内ジャムズガーデン（山口県周防大島町） 

 株式会社吉田ふるさと村（島根県雲南市） 等 
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■中国地域において地域サービスを担う運営組織にかかる調査対象団体一覧 
 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 

地域住民

によりイン

フラを支え

る組織や

活動 

 

【公共的】 

ＮＰＯ法人

たかしろ 

倉吉市 

自宅と最寄り停留所をつな

ぐボランティアバス 

波多マー

ケット 

雲南市 

過疎地の買い物を地域コミ

ュニティで支える。 

ＮＰＯ法人

てっちりこ 

鏡野町 

過疎地での郵便や宅配便配

達 

ＮＰＯ法人

善菊会 

三次市 

地域自治活動 

ＮＰＯ法人

デイサービ

ス豆たん 

下関市 

買い物代行、防災避難支

援、日常生活支援（ゴミ出し

等） 

鳥取若狭

地域福祉

ゆいまぁる 

若桜町 

高齢者の日常生活支援 

㈱吉田ふ

るさと村 

雲南市 

コミュニティバス運転業務、

水道施設管理、水道工事業 

ＮＰＯ法人

きらめき広

場 

新見市 

合併過疎地での福祉郵送運

送、公共施設運営 

ＮＰＯ法人

元気むらさ

くぎ 

三次市 

地域自治活動 

ＮＰＯ法人

生活ヘル

プセンター

宇部 

宇部市 

生活支援、買い物代行、外

出支援等 

放置自転

車を大学と

地域をつな

ぐコミュニ

ティサイク

ルにしたい

in とっとり 

鳥取市 

放置自転車を修理し、地域

の方の足に 

ＮＰＯ法人

別府安心

ネット 

美郷町 

高齢者の移動支援、田畑の

耕作、生活支援 

ＮＰＯ法人

ホッと灘﨑

ボランティ

アネット 

岡山市 

住民の居場所と移動の支援 

ＮＰＯ法人

INE OASA 

北広島町 

商店街の空き家対策、乗り

合いタクシー 

ＮＰＯ法人

ふるさとボ

ランティア

あど 

山口市 

見守り、食事配達、避難訓

練支援 

            

ＮＰＯ法人

尾道空き

家再生プロ

ジェクト 

尾道市 

空き家を活用した事業 
    

専門的ス

キルを持つ

支援組織

や活動 

 

【公益的】 

公益財団

法人とっと

り県民活動

活性化セ

ンター 

倉吉市 

鳥取県のＮＰＯ中間支援組

織 

ゆいま～る 
地元における空き家バンク

と移住者あっせん 

ＮＰＯ法人

岡山ＮＰＯ

センター 

岡山市 

岡山県のＮＰＯ中間支援組

織 

ＮＰＯ法人

ひろしまＮ

ＰＯセンタ

ー 

広島市 

広島県のＮＰＯ中間支援組

織 

ＮＰＯ法人

やまぐち県

民ネット 21 

山口市 

山口県のＮＰＯ中間支援組

織 

ＮＰＯ法人

学生人材

バンク 

鳥取市 

学生によるボランティア等を

通じた地域交流・人材育成 

公益財団

法人ふるさ

と島根定住

財団 

松江市 

島根県のＮＰＯ中間支援組

織 

ＮＰＯ法人

みんなの

集落研究

所 

岡山市 

集落のためのシンクタンク 

ＮＰＯ法人

nina神石

高原 

神石高原町 

移住支援プロジェクト 

ＮＰＯ法人

市民活動さ

ぽーとねっ

と 

防府市 

防府市のＮＰＯ中間支援組

織 

ふるさと鳥

取県定住

機構 

鳥取市 

鳥取県での就職・定住の総

合支援 

ＮＰＯ法人

てごねっと

石見 

江津市 

創業支援・人材育成 

一般社団

法人おい

でんせぇ岡

山 

岡山市 

移住支援、避難者支援 

ＮＰＯ法人

アルバトロ

ス 

府中市 

空き家、移住の相談窓口 

ＮＰＯ法人

山口せわ

やきネット

ワーク 

山口市 

市民活動の推進を目指した

まちづくり支援 

ＮＰＯ法人

智頭町森

のようちえ

ん まるた

んぼう 

智頭町 

子育てを中心とした定住支

援の仕組みづくり 

ＮＰＯ法人

おっちラボ 

雲南市 

人材育成、仕事づくり、医

療、保健、福祉 

ＮＰＯ法人

移動ネット

おかやま 

岡山市 

県内各地の住民主体の移

動手段開発支援 

    

ＮＰＯ法人

学生耕作

隊 

宇部市 

若者を呼び込み、移住定住

に向けた取組み 

        

ＮＰＯ法人

公共の交

通ラクダ 

岡山市 

公共交通政策の支援 
        

  

  

 

 

    

公益財団

法人みん

なでつくる

財団おか

やま 

岡山市 

資金支援、コミュニティ財団 
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  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 

地域サー

ビスをビジ

ネスとして

行う組織や

活動 

 

【収益的】 

㈲ひよこカ

ンパニー 

八頭町 

休耕田活用、地元業者との

連携を通じた自然循環型農

業 

㈱海士 

海士町 

CAS導入など地域産品を首

都圏へ販路開拓 

㈱西粟倉・

森の学校 

西粟倉村 

挑戦者（起業家）の募集、ロ

ーカルベンチャースクールを

通じた起業家育成 

認定ＮＰＯ

法人ピース

ウィンズ・

ジャパン 

神石高原町 

地域資源を用いた商品開

発・販売 

㈱瀬戸内

ジャムズガ

ーデン 

周防大島町 

6次産業型のコミュニティビ

ジネス 

風のマル

シェ 

八頭町 

地域振興を軸としたマルシェ

の実施 

㈱シマネプ

ロモーショ

ン 

浜田市 

商品開発、番売、広告コミュ

ニケーション、まちづくりコン

サル 

おかやまマ

ルシェ協会 

岡山市 

マルシェ・朝市・路地市のネ

ットワーク組織 

ＮＰＯ法人

工房尾道

帆布 

尾道市 

地域資源（帆布）を活用した

商品開発・販売 

道の駅/萩

しーまーと 

萩市 

地産地消を軸とした地元消

費者の支持を得る道の駅運

営 

ＮＰＯ法人

未来守りネ

ットワーク 

境港市 

水質汚染の原因となる藻を

収穫し、肥料に加工、販売 

ＮＰＯ法人

隠岐しおさ

い 

隠岐の島町 

定住・交流人口拡大、観光

振興、産業創出、環境保全 

かのさと体

験観光協

会 

新見市 

グリーンツーリズム 

有限会社

ブルーリバ

ー 

三次市 

賃貸住宅の建設、既存住宅

のリフォーム 

カワノ工業

㈱ 

柳井市 

竹害となっている竹を活用し

た魚しょう 

ＮＰＯ法人

いんしゅう

鹿野まちづ

くり協議会 

鳥取市 

地域資源を用いた賑わいづ

くり 

㈱吉田ふ

るさと村 

雲南市 

地域資源を用いた商品開

発・販売 

ＮＰＯ法人

てっちりこ 

鏡野町 

唐辛子による特産品開発 

合同会社

コミュニティ

システム 

東広島市 

地域貢献型多世帯賃貸住

宅 

    

㈱グラン・

クリュ食工

房 

鳥取市 

安全・安心なジビエ料理提

供、地元特産品の開発 

ＮＰＯ法人

美又ゆめ

エイト 

浜田市 

6次産業を目指した取組

み。温泉を活かした黒大豆、

黒米の加工・販売 

    
ＮＰＯ法人

狩留家 

広島市 

地元野菜のブランド化 
    

地域住民

によりイン

フラを支え

る組織や

活動 

 

【公共的】 

ＮＰＯ法人

たかしろ 

倉吉市 

自宅と最寄り停留所をつな

ぐボランティアバス 

波多マー

ケット 

雲南市 

過疎地の買い物を地域コミ

ュニティで支える。 

ＮＰＯ法人

てっちりこ 

鏡野町 

過疎地での郵便や宅配便配

達 

ＮＰＯ法人

善菊会 

三次市 

地域自治活動 

ＮＰＯ法人

デイサービ

ス豆たん 

下関市 

買い物代行、防災避難支

援、日常生活支援（ゴミ出し

等） 

鳥取若狭

地域福祉

ゆいまぁる 

若桜町 

高齢者の日常生活支援 

㈱吉田ふ

るさと村 

雲南市 

コミュニティバス運転業務、

水道施設管理、水道工事業 

ＮＰＯ法人

きらめき広

場 

新見市 

合併過疎地での福祉郵送運

送、公共施設運営 

ＮＰＯ法人

元気むらさ

くぎ 

三次市 

地域自治活動 

ＮＰＯ法人

生活ヘル

プセンター

宇部 

宇部市 

生活支援、買い物代行、外

出支援等 

放置自転

車を大学と

地域をつな

ぐコミュニ

ティサイク

ルにしたい

in とっとり 

鳥取市 

放置自転車を修理し、地域

の方の足に 

ＮＰＯ法人

別府安心

ネット 

美郷町 

高齢者の移動支援、田畑の

耕作、生活支援 

ＮＰＯ法人

ホッと灘﨑

ボランティ

アネット 

岡山市 

住民の居場所と移動の支援 

ＮＰＯ法人

INE OASA 

北広島町 

商店街の空き家対策、乗り

合いタクシー 

ＮＰＯ法人

ふるさとボ

ランティア

あど 

山口市 

見守り、食事配達、避難訓

練支援 

           

ＮＰＯ法人

尾道空き

家再生プロ

ジェクト 

尾道市 

空き家を活用した事業 
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  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 

専門的ス

キルを持つ

支援組織

や活動 

 

【公益的】 

公益財団

法人とっと

り県民活動

活性化セ

ンター 

倉吉市 

鳥取県のＮＰＯ中間支援組

織 

ゆいま～る 
地元における空き家バンク

と移住者あっせん 

ＮＰＯ法人

岡山ＮＰＯ

センター 

岡山市 

岡山県のＮＰＯ中間支援組

織 

ＮＰＯ法人

ひろしまＮ

ＰＯセンタ

ー 

広島市 

広島県のＮＰＯ中間支援組

織 

ＮＰＯ法人

やまぐち県

民ネット 21 

山口市 

山口県のＮＰＯ中間支援組

織 

ＮＰＯ法人

学生人材

バンク 

鳥取市 

学生によるボランティア等を

通じた地域交流・人材育成 

公益財団

法人ふるさ

と島根定住

財団 

松江市 

島根県のＮＰＯ中間支援組

織 

ＮＰＯ法人

みんなの

集落研究

所 

岡山市 

集落のためのシンクタンク 

ＮＰＯ法人

nina神石

高原 

神石高原町 

移住支援プロジェクト 

ＮＰＯ法人

市民活動さ

ぽーとねっ

と 

防府市 

防府市のＮＰＯ中間支援組

織 

ふるさと鳥

取県定住

機構 

鳥取市 

鳥取県での就職・定住の総

合支援 

ＮＰＯ法人

てごねっと

石見 

江津市 

創業支援・人材育成 

一般社団

法人おい

でんせぇ岡

山 

岡山市 

移住支援、避難者支援 

ＮＰＯ法人

アルバトロ

ス 

府中市 

空き家、移住の相談窓口 

ＮＰＯ法人

山口せわ

やきネット

ワーク 

山口市 

市民活動の推進を目指した

まちづくり支援 

ＮＰＯ法人

智頭町森

のようちえ

ん まるた

んぼう 

智頭町 

子育てを中心とした定住支

援の仕組みづくり 

ＮＰＯ法人

おっちラボ 

雲南市 

人材育成、仕事づくり、医

療、保健、福祉 

ＮＰＯ法人

移動ネット

おかやま 

岡山市 

県内各地の住民主体の移

動手段開発支援 

    

ＮＰＯ法人

学生耕作

隊 

宇部市 

若者を呼び込み、移住定住

に向けた取組み 

        

ＮＰＯ法人

公共の交

通ラクダ

（RACDA） 

岡山市 

公共交通政策の支援 
        

        

公益財団

法人みん

なでつくる

財団おか

やま 

岡山市 

資金支援、コミュニティ財団 
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  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 

地域サー

ビスをビジ

ネスとして

行う組織や

活動 

 

【収益的】 

㈲ひよこカ

ンパニー 

八頭町 

休耕田活用、地元業者との

連携を通じた自然循環型農

業 

㈱海士 

海士町 

CAS導入など地域産品を首

都圏へ販路開拓 

㈱西粟倉・

森の学校 

西粟倉村 

挑戦者（起業家）の募集、ロ

ーカルベンチャースクールを

通じた起業家育成 

認定ＮＰＯ

法人ピース

ウィンズ・

ジャパン 

神石高原町 

地域資源を用いた商品開

発・販売 

㈱瀬戸内

ジャムズガ

ーデン 

周防大島町 

6次産業型のコミュニティビ

ジネス 

風のマル

シェ 

八頭町 

地域振興を軸としたマルシェ

の実施 

㈱シマネプ

ロモーショ

ン 

浜田市 

商品開発、番売、広告コミュ

ニケーション、まちづくりコン

サル 

おかやまマ

ルシェ協会 

岡山市 

マルシェ・朝市・路地市のネ

ットワーク組織 

ＮＰＯ法人

工房尾道

帆布 

尾道市 

地域資源（帆布）を活用した

商品開発・販売 

道の駅/萩

しーまーと 

萩市 

地産地消を軸とした地元消

費者の支持を得る道の駅運

営 

ＮＰＯ法人

未来守りネ

ットワーク 

境港市 

水質汚染の原因となる藻を

収穫し、肥料に加工、販売 

ＮＰＯ法人

隠岐しおさ

い 

隠岐の島町 

定住・交流人口拡大、観光

振興、産業創出、環境保全 

かのさと体

験観光協

会 

新見市 

グリーンツーリズム 

有限会社

ブルーリバ

ー 

三次市 

賃貸住宅の建設、既存住宅

のリフォーム 

カワノ工業

㈱ 

柳井市 

竹害となっている竹を活用し

た魚しょう 

ＮＰＯ法人

いんしゅう

鹿野まちづ

くり協議会 

鳥取市 

地域資源を用いた賑わいづ

くり 

㈱吉田ふ

るさと村 

雲南市 

地域資源を用いた商品開

発・販売 

ＮＰＯ法人

てっちりこ 

鏡野町 

唐辛子による特産品開発 

合同会社

コミュニティ

システム 

東広島市 

地域貢献型多世帯賃貸住

宅 

    

㈱グラン・

クリュ食工

房 

鳥取市 

安全・安心なジビエ料理提

供、地元特産品の開発 

ＮＰＯ法人

美又ゆめ

エイト 

浜田市 

6次産業を目指した取組

み。温泉を活かした黒大豆、

黒米の加工・販売 

    
ＮＰＯ法人

狩留家 

広島市 

地元野菜のブランド化 
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２. 地域資源に関する調査 

 

（１） 調査の概要 

 本調査の対象団体の拠点をおく地域の資源を「地域の稼ぐ力」に資する視点から文献に基

き分類、設定した。 

 類型は以下のとおりとした。 

１） 農林水産物 

２） 鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術 

３） 文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源 

 

 さらに、各活動団体の保有する提供可能リソース（＝地域資源や経営資源）を調査し、デ

ータベースに登録した。 
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（２） 地域資源分布リスト 

地域名 

地域資源一覧 

1)農林水産物 2)鉱工業品又は鉱工業品の 

生産に係る技術 

3)文化財、自然の風景地、温

泉その他の地域の観光資源 

鳥取県 西伯郡 

大山町 

白ネギ／ブルーベリー／ブロ

ッコリー／ハタケシメジ／サ

ザエ／大山地鶏 

地ビール／大山おこわ／大

山の伏流水 

大山／奥大山／桝水高原 

／大山紅葉祭り／大山ペン

ション村／大山寺 

西伯郡 

南部町 

富有柿 法勝寺焼松花窯 緑水湖／とっとり花回廊 

島根県 松江市 津田かぶ／西条柿／雲州人

参／モロヘイヤ／トビウオ(ア

ゴ)／アジ／シジミ／アカムツ

(ノドグロ)／ケンサキイカ(シロ

イカ、マイカ)／カレイ／ブリ／

アマダイ／アワビ／宍道湖七

珍 

ゼオライト／和菓子／魚の一

夜干し／板わかめ／水産練

り製品(野焼き、かまぼこ)／

出雲石灯ろう／八雲塗 

松江城／松江城堀川／玉造

温泉／ぼたんの栽培地 

浜田市 なし／西条柿／トビウオ(ア

ゴ)／アジ／アカムツ(ノドグロ)

／ケンサキイカ(シロイカ、マ

イカ)／カレイ／ブリ／アマダ

イ／アワビ 

金城風化花崗岩／金城の湧

水／弥栄のどぶろく／魚の一

夜干し／板わかめ／水産練

り製品(野焼き、かまぼこ)／

石州瓦／石州半紙／石州(勝

地)和紙／石見焼／石見神楽

衣装／石見神楽面／石見神

楽蛇胴 

浜田城跡／石見畳ヶ浦／三

隅の桜(大平桜他)／黄長石

霞石玄武岩／室谷棚田／熊

ケ谷棚田／石見海浜公園／

美又温泉／湯屋温泉／旭温

泉／しまね海洋館アクアス／

ふるさと体験村／世界こども

美術館／石正美術館／浜田

漁港／スキー場／かなぎウェ

スタンライディングパーク／石

見神楽／龍雲寺 

江津市 桑／トビウオ(アゴ)／アジ／

アユ／アカムツ(ノドグロ)／ケ

ンサキイカ(シロイカ、マイカ)

／カレイ／ブリ／アマダイ／

アワビ 

魚の一夜干し／板わかめ／

石州瓦／石州(勝地)和紙／

石見焼 

有福温泉／石見神楽 

 雲南市 メロン／バラ「さ姫」／くり ワイン／たまごかけごはん醤

油／乳製品／御代焼／加茂

刃物／斐伊川和紙 

加茂岩倉遺跡／龍頭が滝／

八重滝／山王寺の棚田／海

潮温泉／出雲湯村温泉／斐

伊川堤防桜並木／三刀屋川

堤防桜並木／菅谷たたら山

内／鉄の歴史村／出雲神楽

／須我神社／赤川ほたるの

生息地 

島根県 邑智郡 

美郷町 

大麦若葉／桑／アユ／おお

ち山くじら 

お茶  
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地域名 

地域資源一覧 

1)農林水産物 2)鉱工業品又は鉱工業品の 

生産に係る技術 

3)文化財、自然の風景地、温

泉その他の地域の観光資源 

岡山県 岡山市 いちじく／いちご／足守メ

ロン 

柿／スイートピー／おかや

ま和牛肉／牛肉／生乳／豚

肉／鶏肉 

／鶏卵／サワラ／あなご／

マッシュルーム 

自動車部品／船舶部品／航

空機部品／農業用機械／岡

山市の旭川の水／万成石／

撫川うちわ／建部ヨーグル

ト／フルーツパフェ／テン

ペ／デミカツ丼／ふなめし

／岡山の清酒／岡山のり 

吉備津神社／最上稲荷／吉

備路／大賀ハス／旭川／吉

備路風土記の丘／雄町の冷

泉／後楽園／岡山カルチャ

ーゾーン／西川緑道公園／

備前焼の窯元／岡山の清酒

の蔵元 

新見市 おかやま和牛肉／牛肉／生

乳／豚肉／鶏肉／鶏卵／猪

肉／チョウザメ／美作材 

自動車部品／航空機部品／

石灰製品／木質チップ／美

作材／岡山の清酒 

備中神楽／高梁川／岡山の

清酒の蔵元 

苫田郡 

鏡野町 

巨大胚芽米はいいぶき／岡

山和牛肉／牛肉／生乳／お

かやま地とり／鶏肉／鶏卵

／美作材 

自動車部品／航空機部品／

ステンレス製品／美作材／

美作材を用いた家具・玩具

／テンペ 

奥津温泉／岩井の冷泉／岡

山の清酒の蔵元 

広島県 三次市 広島牛／アスパラガス／間

伐材／三次産ピオーネ 

電気・電子機器及び同製造

部品／みよし美容飲料 

江の川 

山県郡 

安 芸 太

田町 

太田カブ菜／祇園坊柿 木製製品／おいしい水(天

上の明水) 

神楽／井仁の棚田／恐羅漢

山／三段峡／深入山 

山口県 山口市 アカエビ／たまねぎ／ブロ

ッコリー／カワラケツメイ

／くりまさる／車エビ 

煮干し品(魚)／萩焼／干物

(魚) 

ＳＬやまぐち号／萩往還／

ザビエル記念聖堂／常栄寺

雪舟庭／中原中也記念館／

湯田温泉／瑠璃光寺五重塔 

萩市 北浦うに／西条柿／サバ／

サワラ／たまねぎ／ブロッ

コリー／山口あぶトマト／

相島スイカ／赤米／ウルメ

イワシ／シロウオ／須佐男

命いか／千石台だいこん／

夏みかん／萩たまげなす／

萩のあまだい／萩のけんさ

きいか／萩の瀬つきあじ／

萩の竹／萩の真ふぐ／マグ

ロ／ユズ 

煮干し品(魚)／ノリ／萩焼

／干物(魚)／ワカメ 

長門峡／萩往還／笠山／笠

山椿群生林／長州藩による

事業の関連遺産／萩まちじ

ゅう博物館／ホルンフェル

ス 

 

データ出典 策定 備考 

鳥取県 地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想 平成 19年 8 月 23日  

島根県 地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想   

広島県 地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想 平成 23年 11 月 30 日変更 平成 19年 8 月 31日策定 

岡山県 地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想 平成 23年 11 月 30 日変更 平成 19年 8 月 31日認定 

山口県 山口県地域産業資源活用促進基本構想 平成 21年 6 月改定  
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（３） 中国地域において地域サービスを担う運営組織のデータベース化 

① 基礎的な情報と整理 

 各団体の組織概要（組織名、所在地、主たる取組み 等）について、アンケート回収結果

を踏まえ、対象団体・企業に確認の上、登録を行った。 

 

② 将来的なマッチングに向けた工夫 

 アンケートの分析結果やヒアリング調査の結果をデータベース化するため、調査・分析に

おいて集約した、各団体の「提供可能なリソース（＝地域資源や経営資源）」及び「提供して

ほしいニーズ」別に以下のカテゴリータグを設定した。 

 

【カテゴリータグの設定】 

≪提供可能なリソース（＝地域資源や経営資源）≫＊≪提供してほしいニーズ≫ 

× 

≪ひと≫ ≪もの≫ ≪場≫ ≪コト≫ ≪財≫ ≪情報≫ 

 

 
 

③ 利用手順 

 利用手順の概要は下記のとおり。 

 

 自組織の提供可能リソース（＝地域資源や経営資源）を求めている相手先を探す場合 

・「強み（提供可能リソース（＝地域資源や経営資源）」・弱み（提供いてほしいニーズ）」の

列で「弱み（提供してほしいニーズ）」を選択する。 

 

 自組織のニーズに対してリソースを提供してくれる相手先を探す場合 

・「強み（提供可能リソース）・弱み（提供いてほしいニーズ）」の列で「強み（提供可能なリ

ソース）」を選択する。 

 

 その後は下記と同様の手順。 
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・表示された項目について、「カテゴリー」から適合するカテゴリータグを選ぶ。 

 例：カテゴリー「場」を選択する 

・カテゴリー「場」に該当するニーズを有する団体が表示される。 

 
 

・上記結果から該当する団体の概要を知りたい場合は、概要シートで検索する。 

・概要シートには各団体の下記情報が登録されている。 
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３. 対象団体アンケート調査 

 

（１） 調査の概要 

配布時期 平成 28年 12月９日～12月 26日 

回収時期 平成 28年 12月９日～平成 29年１月９日 

配布方法 郵送または E-Mail、持参 

配布件数 58件 

回収数 30件 回収率 51.7% 

有効回答数 21件 有効回答率 70.0% 

 

※ 調査対象団体・企業等 58件に対し調査票を郵送、30件を回収、集計した。 

回収率は 51.7％であった。 

 

（２） 調査結果 

① 単純集計結果 

 

＜１．団体に関すること：概要＞ 

 実施したアンケートの回収状況は以下のとおり。 

 

１） 法人格 

法人格 回答数(21) ％ 

株式会社・有限会社 3 14.3％ 

ＮＰＯ法人等 7 33.3％ 

任意団体 9 42.9％ 

その他法人 2 9.5％ 

 

 

 

２） 主たる事務所の所在地（県） 

所在県 回答数(21) ％ 

鳥取県 7 33.3％ 

島根県 5 23.8％ 

岡山県 4 19.0％ 

広島県 3 14.3％ 

山口県 2 9.5％ 
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３） 直近事業規模 

直近事業規模金額 
回答数

(20) 
％ 

100万円未満 1 5.0％ 

100万円以上～300万円未満 3 15.0％ 

300万円以上～500万円未満 2 10.0％ 

500万円以上～1,000万円未満 4 20.0％ 

1,000万円以上～2,000万円未満 1 5.0％ 

2,000万円以上～5,000万円未満 4 20.0％ 

5000万円以上～1億円未満 2 10.0％ 

1億円以上 3 15.0％ 

 

４） 役員数規模 

役員数規模 
回答数

(20) 
％ 

5人未満 5 25.0％ 

5人以上～10人未満 6 30.0％ 

10人以上～20人未満 7 35.0％ 

20人以上～50人未満 2 10.0％ 

50人以上 0 0.0％ 

 

５） 職員数規模 

職員数規模 
回答数

(20) 
％ 

5人未満 8 40.0％ 

5人以上～10人未満 6 30.0％ 

10人以上～20人未満 3 15.0％ 

20人以上～50人未満 2 10.0％ 

50人以上 1 5.0％ 
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＜２．団体に関すること：人材＞ 

 

１） 人材の有無 

団体において、ビジネスや取組みによって地域課題を解決するために必要な、構想力・

ノウハウ・ネットワークを有する人材の有無（複数回答） 

 
 「構想力」「ノウハウ」「ネットワーク」ともに、組織内に人材がいるとの回答が多い結

果となった。 

 

２） 設問（１）で「内部にいる」と回答した団体への限定質問。 

担い手人材が有する力（複数回答） 

 
 担い手人材が有する力については、「構想力」（52.4%）と最も高く、次いで「ネットワー

ク」（33.3%）、「技術・ノウハウ」（23.8%）となっている。 

 

３） 担い手人材の性別 

 
 担い手人材の性別比は「男性」（72.2%）、「女性」（27.8%）となっている。 

 組織形態別では、ＮＰＯ法人等で「女性」の担い手人材が多い結果が表れている。 

  

17
15 15

3
5

6

3 3
2

構想力 ノウハウ ネットワーク

内部にいる 外部（連携先含む）にいる 該当する人材はいない
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４） 担い手人材の年代 

 
 担い手人材の年代については「30代」と「60代」が 33.3%で、この上位２つの年代で全

体の６割を占める結果となった。 

 組織形態から内訳をみると、「30代」については有限会社・株式会社、ＮＰＯ法人等が多

く、「60代」はＮＰＯ法人等、任意団体が多い結果となった。 

 

５） 担い手人材の地域との関わり 

 
 担い手人材の 57.9%が「長く地元の地域で暮らしている」一方で、「Uターン者」（21.1%）、

「Iターン者」（21.1%）の合計が 40%を超えていることが注目される。 

 

６） 担い手人材の過去のキャリア 

 
 担い手人材について、現在の組織で活動する前の主な経歴を尋ねたところ、「会社員」

（41.2%）が最も多く、次いで「経営者」（17.6%）、「公務員」（11.8%）という結果となっ

た。 

 「会社員」「経営者」「公務員」を経験した人が、担い手人材の約７割を占める結果とな

った。 
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７） 現団体・組織を立ち上げたきっかけ・動機 

 
 組織設立理由では、73.7%が「地域や社会の課題・ニーズを感じたから」と回答しており、

公益・非営利・営利を問わず、地域サービス提供団体に地域振興への意識が共有されて

いることが推察される。 
 

８） 後継者の有無 

 
 担い手にとっての後継者については、70.6%が『いる』と回答した。 

 

９） 後継者確保に向けた取組み 

 
 後継者の確保に向けては、「団体・組織内で育成している」（52.4%）が最も多い結果とな

っている。 

 一方、「団体・組織外で探している」が 38.1%となっている。 

 また、「課題として感じているが特に何もしていない」との回答は 9.5%であった。 
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＜３．外部組織・団体や地域間の連携に関すること＞ 

 

１） 連携で特にメリットと感じている（感じていた）連携相手（複数回答） 

 
 自身の団体等にとってメリットを感じる連携相手としては、「任意団体」が最も多くなっ

た。 

 

２） 連携で得られるメリットと感じていること 

 
 連携メリットを感じる項目としては「情報収集」が最も多く 12件、次いで「販路の開拓」

「人材の確保」いずれも７件、「資源の調達」６件と続いている。 
 

３） 特にデメリットと感じている（感じていた）連携相手 

 
 自身の団体等にとってデメリットを感じる連携相手はほとんどない結果となった。 
  

3
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1

1

1

9
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株式会社・有限会社

NPO法人

社団法人

財団法人

委員会・協議会
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その他
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コストの削減

資源の調達

販路の開拓

取引先との関係維持・強化

新規事業の開拓

人材の確保

技術の習得

販売力の強化

情報収集

その他

1

0

0

0

1

0

1

株式会社・有限会社

NPO法人
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任意団体（自治組織・町内会等）

その他
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４） 連携のなかでデメリットと感じていること 

 
 連携デメリットを感じる項目としては「時間がかかる」が最多で６件、次いで「人手が

かかる」３件の２項目があがった。 

 

５） 信用や信頼をもとにした『お互い様的な連携』について（複数回答） 

 
 連携先から「いただいているコト・モノ」、連携先に「提供しているコト・モノ」につい

ての回答では、ともに「情報」が最も多く 14件であった。 

 項目全体を通じて、連携先に「いただいているコト・モノ」の回答数を、連携先に「提

供しているコト・モノ」の回答数が上回る傾向にある。 

 ただし、「知識・経験」に関しては連携先から「いただいているコト・モノ」が上回る結

果となった。 

  

2
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時間がかかる

人手がかかる
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その他
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②  団体類型別クロス集計結果 

 

＜１．団体に関すること 人材＞ 

 
１） ビジネスや取組みにより地域課題を解決する構想力・ノウハウ・ネットワークを有

する人材の有無（複数回答） 

 
 「内部にいる」と回答した数が、地域任意団体では９団体のうち「構想力」「ノウハウ」

が７団体「ネットワーク」が５団体、ＮＰＯ法人等では９団体のうち「ネットワーク」

８団体、「構想力」７団体、「ノウハウ」６団体、企業等では３団体のうち「構想力」３

団体、「ノウハウ」「ネットワーク」２団体となっている。 

 

２） 担い手人材の有する能力 

 
 担い手人材の有する能力として、地域任意団体は「構想力」（50.0%）が最も高く、「技能・

ノウハウ」（12.5％）が最も低く、ＮＰＯ法人等は「構想力」「ネットワーク」（44.4%）、

次いで「技能・ノウハウ」（33.3%）、企業等は「構想力」（100.0%）が最も高く、次いで

「技能・ノウハウ」「ネットワーク」（33.3%）となっている。 

  

地域任意団体（n=8） ＮＰＯ法人等（n=9） 企業等（n=3） 

地域任意団体（n=9） ＮＰＯ法人等（n=9） 企業等（n=3） 
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３） 担い手人材の性別 

 
 担い手人材の性別について、地域任意団体は「男性」（85.7%）が「女性」（14.3%）を上

回り、ＮＰＯ法人等は「男性」「女性」とも 50.0%、企業等では「男性」100.0%となって

いる。 

 

４） 担い手人材の年齢 

 
 担い手人材の年齢について、地域任意団体は「60代」（42.9%）が最も多く、次いで「70

代」（28.6%）、ＮＰＯ法人等は「30 代」（37.5%）が最も多く、次いで「50 代」「60 代」

（25.0%）、企業等は「30代」（66.7%）が最も多く、次いで「60代」（33.3%）となってい

る。 

  

地域任意団体（n=7） ＮＰＯ法人等（n=9） 企業等（n=3） 

地域任意団体（n=7） ＮＰＯ法人等（n=9） 企業等（n=3） 
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５） 担い手人材と移住の関係 

 
 担い手人材と移住の関係について、地域任意団体は「地域出身者」（85.7%）が最も多く、

次いで「Ｕターン者」（14.3%）、ＮＰＯ法人等は「地域出身者」（44.4%）が最も多く、次

いで「Ｉターン」（33.3%）、「Ｕターン」（22.2%）の順となっている。企業は「地域出身

者」「Ｕターン者」「Ｉターン者」（33.3%）が同率となっている。 

 

６） 担い手人材の過去のキャリア 

 
 担い手人材の過去のキャリアについて、地域任意団体は「会社員」（57.1%）が最も多く、

次いで「経営者」（14.3%）、ＮＰＯ法人等は「会社員」「公務員」（28.6%）と最も多く、

次いで「経営者」「学生」（14.3%）、企業等は「会社員」「経営者」「学生」（33.3%）が同率

となっている。 

  

地域任意団体（n=7） ＮＰＯ法人等（n=9） 企業等（n=3） 

地域任意団体 ＮＰＯ法人等 企業等 
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７） 団体等の設立動機 

 
 団体等の設立動機について、地域任意団体は「地域や社会の課題・ニーズを感じたから」

（50.0%）と最も多く、次いで「やりたい事ができるから」（12.5%）、ＮＰＯ法人等は「地

域や社会の課題・ニーズを感じたから」が 100.0%、企業等は「地域や社会の課題・ニー

ズを感じたから」（75.0%）が最も多く、次いで「やりたい事ができるから」（25.0%）と

なっている。 

 

８） 後継者確保の有無 

 
 後継者確保の有無について、地域任意団体は「後継者（候補者）がいる」（71.4%）が「後

継者（候補者）はいない」（28.6%）を上回り、同じくＮＰＯ法人等も「後継者（候補者）

がいる」（75.0%）が「後継者（候補者）はいない」（25.0%）を上回っており、企業等は

「後継者（候補者）がいる」「後継者（候補者）はいない」（50.0%）が同率となっている。 

  

地域任意団体 ＮＰＯ法人等 企業等 

地域任意団体（n=7） ＮＰＯ法人等（n=9） 企業等（n=3） 
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９） 後継人材の育成について 

 
 後継人材の育成について、地域任意団体は「団体・組織外で探している」（62.5%）割合

が「団体・組織内で育成している」（25.0%）を上回り、ＮＰＯ法人等・企業等では「団

体・組織内で育成している」（ＮＰＯ法人等 66.7%、企業等 75.0%）割合が「団体・組織

外で探している」（ＮＰＯ法人等 22.2%、企業等 25.0%）を上回っている。 

 

＜２．外部組織・団体や地域間の連携に関すること＞ 

１） 外部組織・団体や他地域との連携について 

１）－１．特にメリットと感じている（感じていた）連携 

 
 特にメリットと感じている（感じていた）連携について、地域任意団体は「任意団体（自

治組織・町内会等）」が６件で最も多く、ＮＰＯ法人等は「任意団体（自治組織・町内会

等）」、「ＮＰＯ法人」が２件となっており、企業等は「株式会社・有限会社」が２件、次

いで「任意団体（自治組織・町内会等）」が１件となっている。 

  

地域任意団体 ＮＰＯ法人等 企業等 

地域任意団体（n=7） ＮＰＯ法人等（n=9） 企業等（n=3） 
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１）－２．連携のメリットと感じている項目（複数回答） 

 
 連携のメリットと感じている項目について、地域任意団体では「情報収集」５件、「販路

開拓」３件の順に多くなっており、ＮＰＯ法人等では「情報収集」６件、「人材の確保」

５件、企業等では「取引先との関係維持・強化」「販路の開拓」が２件ずつとなっている。 

 

１）－３．デメリットと感じている（感じていた）連携先 

 
 デメリットと感じている（感じていた）連携先について、地域任意団体は「株式会社・

有限会社」１件、ＮＰＯ法人等は「委員会・協議会」１件、企業等はすべて０件となっ

ている。 

  

地域任意団体（n=7） ＮＰＯ法人等（n=9） 企業等（n=3） 

地域任意団体（n=9） ＮＰＯ法人等（n=9） 企業等（n=3） 
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１）－４．上記連携のデメリットと感じている（感じていた）項目（複数回答） 

 
 連携のデメリットと感じている（感じていた）項目について、地域任意団体は「人手が

かかる」「時間がかかる」がそれぞれ２件、ＮＰＯ法人等は「時間がかかる」が最も多く

４件、次いで「お金がかかる」が２件となっている。 

 

１）－５．信用や信頼をもとにした『お互い様的な連携』について（複数回答） 

 
 信用や信頼をもとにした『お互い様的な連携』について、「提供しているコト・モノ」で

は、地域任意団体は「場所や施設、機材」が７件と最も多く、次いで「情報」６件、Ｎ

ＰＯ法人等は「情報」が６件と最も多く、次いで「技能・ノウハウ」が５件、企業等は

「情報」が２件と最も多く、次いで「労働力」「場所や施設、機材」「農産物や商品」が

それぞれ１件となっている。 

 「いただいているコト・モノ」では、地域任意団体は「場所や施設、機材」が６件と最

も多く、次いで「情報」が５件、ＮＰＯ法人等は「情報」が７件と最も多く、次いで「技

能・ノウハウ」が６件、企業等は「情報」が２件と最も多く、次いで「農産物や商品」

「知識・経験」がそれぞれ１件ずつとなっている。 

  

地域任意団体（n=9） ＮＰＯ法人等（n=9） 企業等（n=3） 

地域任意団体（n=9） ＮＰＯ法人等（n=9） 企業等（n=3） 
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＜３．自組織・団体が提供できること（リソース）＞ 

１） 連携において相手に提供できる自組織・団体の強み（複数回答） 

 
 連携において相手に提供できる自組織・団体の強みについて、「強み」では、地域任意団

体は「人」が最も多く、次いで「場」、ＮＰＯ法人等は「人」が最も多く、次いで「情報」、

企業等では「人」が最も多く、次いで「場」となっている。 

 「弱み」では、地域任意団体は「人」がもっとも多く、次いで「情報」、ＮＰＯ法人等は

「人」が最も多く、次いで「お金」、企業等は「情報」が最も多く、次いで「人」となっ

ている。 

 

＜４．各種支援方策の利用に関すること＞ 

１） 過去に利用した行政による各種支援方策（国・県施策を抜粋掲載） 

支援方策の名称 国（省庁名）、県名 

創業補助金 経済産業省 

農産工連携支援事業 経済産業省／農林水産省 

農村集落活性化事業 農林水産省 

農の雇用制度 農林水産省 

若年者地域連携事業 厚生労働省 

地方の元気創生事業 内閣府 

みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業 鳥取県 

協働型ボランティア促進事業 鳥取県 

みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業 鳥取県 

鳥取力創造運動支援補助金 鳥取県 

ふるさと島根定住支援補助金 島根県 

中山間地コミュニティ再生重点プロジェクト 島根県 

ふるさと島根定住支援補助金定住補助金 公益財団法人ふるさと島根定住財団 

指定管理者 山口県 

  

地域任意団体（n=10） ＮＰＯ法人等（n=12） 企業等（n=5） 

11 

12 

0 1 
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４. ヒアリング調査 

 

（１） 調査の概要 

＜調査の目的＞ 

 地域振興に向けての自立可能、持続可能な事業を進める上での連携への意欲や期待、可能

性について、地域任意団体等、ＮＰＯ法人等、企業等の意向を詳細に把握することを目的と

して実施した。 

 

＜調査対象＞ 

 地域課題解決に向け、特に自立意識が高く、他地域や他団体との連携を実施・または意欲

を有する 21団体を対象とした。 

 

＜調査の目的＞ 

 地域振興に向けての自立可能、持続可能な事業を進める上での連携への意欲や期待、可能

性について、地域任意団体等、ＮＰＯ法人等、企業等の意向を詳細に把握することを目的と

して実施した。 

 

＜実施期間＞ 

 2016年 12月～2017年１月 

 

＜調査方法＞ 

 各団体企業の責任者・経営者などを訪問し、ヒアリングを実施した。 

 

＜分析にあたってのポイント＞ 

 各セクターの特徴的な機能の循環性を把握するため、聞き取り項目ごとに、地域任意団体

等、ＮＰＯ法人等、企業等の３類型により分析を行った。 
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（２） 調査結果 

① 地域任意団体等 

 

●あいみ富有の里地域振興協議会 
 

所在地 鳥取県 南部町 

 

代表者名 会長 岡田好弘 

設立年 平成 19年 

主な 

活動内容 

・賀野地区の地域づくりのための活動 

・産業振興及び特産物の開発（農産物加工・販売施設運

営、青空市などの開催等） 

・地域イベントの企画・運営 

・青少年の健全育成（下校時パトロール） 

・いきいきサロン等地域交流の場創出 など 

ヒアリング回答者：岡田好弘 様 

 

活動の中での連携実施状況 
 

●民間との連携は現状なし。今後どのような連携が出来るか検討したい。 

●農産物加工施設「えぷろん」をサテライト拠点にし、地域の農産物を、生産団体や生産者、グルー

プから提供を受けて販売する。 

●JASCA学生と、地域の若年層対応などの分野での連携の可能性がある。 

●米子市就将公民館との交流事業を実施（キャンプや野外活動などを通した子どもたちの交流事業）。 

 

担い手人材・後継人材の状況 
 

●販売スタッフは会員が、交代で行っている。 

●「えぷろん」でパンや日常生活用品を販売してくれる人がほしい。家賃や使用料は軌道に乗るまで

は町と交渉して支援したい。 

●事務スタッフ、カフェスタッフなどの若手人材は今後募集をしていきたい。 

●賀野地区は米子市の生活エリアなので住民の危機感が薄い。地域活性に興味をもち協力してくれる

人が少ないのが悩み。 

 

好循環連携モデルの中で提供可能／提供希望リソース 

 

 → ＮＰＯ等非営利組織 → 企業・営利組織 

提供可能 

リソース 

・活用可能な遊休農地 

・都市部の子どもたちの宿泊、 

 農業体験受け入れとそのノウハウ 

・富有柿、はちみつ、ゆずなどの 

 特産品、加工品 

・テナントスペース 

提供希望 

リソース 

・果樹農家希望者などの紹介  

・カフェ、日常生活用品 

 経営希望者の紹介 

・販路の提供 

・商品企画や開発支援 

  



 

 37 

●川西自治連合会 
 

所在地 広島県 三次市三若町 

 

代表者名 会長 松田信正 

設立年 平成 16年 

主な 

活動内容 

・まちづくり計画の策定と実現への事業実施 

・地域内親睦交流事業 

・都市農村交流拠点と地域生活拠点の形成、地域内循

環型の経済システムづくり など 

ヒアリング回答者：福永 要 様 

 

活動の中での連携実施状況 
 

●川西の都市農村交流施設「ほしはら山のがっこう」を拠点として「ＮＰＯ法人ほしはら山のがっこ

う」 

 が農村民泊や自然体験にかかわる企画や運営、情報発信などを行い、それに対して事業補助や地域 

 の資源の提供・調整による連携を行っている。 

●川西の地域生活拠点施設「川西郷の駅」施設の建設と運営を、自治連合会が推進して住民出資の地 

 域マネジメント会社「株式会社川西郷の駅」を設立して行い、これと地域の住民や機関、団体等と 

 の調整、連携を自治連合会が図っている。 

●自治連合会が地域づくりビジョンを策定し、組織内専任組織の「まめな川西いつわの里づくり委員 

 会」が調査・研究・試行し、自治連合会が事業を実施する形で連携している。 

 

担い手人材・後継人材の状況 
 

●三次市に合併するのを機に早期退職した元市職員の福永要自治連合会事務局長兼川西コミュニティ 

 センター長が中心となり、ビジョンの作成を行う。 

●ビジョン策定委員会は、５町からそれぞれ年齢のバランスのとれた男女１名ずつ計 10名の代表と公 

 募による８名の計 18名で構成。策定後も同様な構成で「まめな川西いつわの里づくり委員会」を設 

 置、年代や男女問わずビジョンの実現を図り、まちづくりに関わる機会を積極的に設けている。 

●将来「川西郷の駅」を中心に雇用を 20数名生み出す構想の中で、現在「(株)川西郷の駅」で７月オ 

 ープンに向け、事前の準備で３名を雇用、以後順次雇用の予定である。 

●構想の推進のため立ち上げた「まめな川西のいつわの里づくり委員会」活動を通してメンバーが成 

 長している。 

 

好循環連携モデルの中で提供可能／提供希望リソース 

 

 → ＮＰＯ等非営利組織 → 企業・営利組織 

提供可能 

リソース 

・地域の資源紹介と仲介、連絡調整 

・行政等との連絡調整 

・地域の資源紹介と仲介、連絡調整 

・行政等との連絡調整 

提供希望 

リソース 

・大学や民間の研究機関の知見 ・経営ノウハウ 

・商品と商品開発 

・６次産業化ノウハウ 
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●築き会 
 

所在地 鳥取県 西伯郡大山町 

 

代表者名 北村裕寿 

設立年 平成 24年 

主な 

活動内容 

・移住定住の促進（大山町移住交流サテライトセンタ

ー委託運営） 

・民家の再生・保存 

・地域資源の活用とアートある地域活性化 など 

ヒアリング回答者：鳥本悠介 様 

 

活動の中での連携実施状況 
 

●「地域」×「ひと」、「ひと」×「ひと」を繋げる場所「まぶや」を、大山町逢坂（おうさか）地区の

地域自主組織『やらいや逢坂』と協働運営している。また、旧保育所施設の活用として『きち基地』

という子供の遊び場づくりも協働運営をしている。 

●まぶやの協働運営に関し、若手ＵＩＪターン移住者の視点で企画、運営において連携している。 

●米子や南部町などにも若手ＵＩＪターンのメンバーがおり、「大山ガガガ学校（アートワークショッ

プ）」や「大山アニメーションプロジェクト」、飲食店とゲストハウス機能を持った複合施設「てま

ひま」などメンバーがやりたいことをメンバーで支える組織となっている。 

 

担い手人材・後継人材の状況 
 

●メンバーは 30～40人ほど。人材は豊富で、大阪・東京からのＵＩＪターン者も在籍。 

●ビジネススキルの高いメンバーが多く、人的なネットワークも充実している。 

 

好循環連携モデルの中で提供可能／提供希望リソース 

 
 → ＮＰＯ等非営利組織 → 企業・営利組織 

提供可能 

リソース 

・移住受入ノウハウの提供 

・子どもたちの冒険遊び場提供 

・各種イベント企画、交流プログラム 

 企画ノウハウ 

・都市部や地域の質の高い 

 人的ネットワーク 

・移住受入ノウハウの提供 

・都市部や地域の質の高い 

 人的ネットワーク 

・婚活コーディネート事業のノウハウ提供 

提供希望 

リソース 

・地域の若い担い手 ・無理なくお金を稼げるための 

 アドバイス・支援 

・生産者のための販路支援 
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●自治組織「共和の郷・おだ」 
 

所在地 広島県 東広島市河内町 

 

代表者名 代表者 住原正弘 

設立年 平成 15年 

主な 

活動内容 

・８つの専門部活による活動 

・小田の「未来創生図」ビジョンマップの具現化 

・福祉とコミュニティづくりに関する活動 

・地域の環境保全活動 

・農産物品評会、野菜作り教室の運営 

・スポーツ行事、健康維持増進に関する活動 

・「共和の郷・だより」やインターネットによる情報発

信など ヒアリング回答者：瀬川豊茂 様 

 

活動の中での連携実施状況 
 

●農業法人ファーム・おだ、直売所「寄りん菜屋」、小田地域センター、河内パークゴルフ等と連携（内

部連携）。 

●広島大学生物生産学部・近畿大学との交流。バスで年に２回、田植え祭り、収穫祭りに参加。 

●小田神楽保存会との連携で地域文化の保存・継承活動を実施。 

 

担い手人材・後継人材の状況 
 

●小田地区住民から選出された代表委員１名、組委員４名（男性２名、女性２名）で構成 

（規約より）。 

●役員会約 20名、８つの部会で約 60名の部員（各部平均８名程度）。 

●現在担い手がいる部会については当面このまま進めていく。 

 

好循環連携モデルの中で提供可能／提供希望リソース 

 

 → ＮＰＯ等非営利組織 → 企業・営利組織 

提供可能 

リソース 

・事業取得のためのノウハウ提供 ・地域産品の提供 

提供希望 

リソース 

 ・自主財源の調達方法 

・人材確保のための支援 
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●波多コミュニティ協議会（はたマーケット） 
 

所在地 島根県 雲南市掛合町 

 

代表者名 会長 山中 満寿夫 

設立年 昭和 57年 

主な 

活動内容 

・地域要望の取りまとめと要請活動（波多いろどり 

プロジェクト等） 

・小規模販売所「はたマーケット」の企画・運営 

・「地域内交通たすけ愛号」の運行 

・環境保護活動 

・公共施設管理 

・祭り等の地域行事運営 

ヒアリング回答者：山中満寿夫 様 

 

活動の中での連携実施状況 
 

●小規模小売チェーンネットワーク・全日本食品株式会社への加盟。 

●雲南市社会福祉協議会とのお互いさま連携（福祉推進員による見守り、情報提供、雪下し対策など）。 

 

担い手人材・後継人材の状況 
 

●協議会として約 17 人を雇用。交流センター職員は 40～50 代、温泉スタッフは 60代～。女性中心。 

県の事業として、当初 20数名が立候補してスタートした。 

●各事業運営にあたっては中山間地域研究センター、雲南市、島根県の職員などにより指導。 

●交流センター職員がマーケットでの販売員も兼務。マーケットからの人件費はほぼ０に等しい状況。 

●役職的な後継者はいるが、専門人確保が課題。 

 

好循環連携モデルの中で提供可能／提供希望リソース 

 
 → ＮＰＯ等非営利組織 → 企業・営利組織 

提供可能 

リソース 

・交流センター空き部屋の提供 

・環境資源（自然・田畑・農地） 

・交流センター空き部屋の提供 

 （少人数の IT系企業の事務所としての 

 活用等。回線高速化すれば企業誘致可

能） 

・環境資源（自然・田畑・農地） 

提供希望 

リソース 

・農地活用ノウハウ 

・経営や農業のことがわかる人材 

・地元食材を生かしたメニューを 

 開発できる調理人 

・集客方法 

・「さえずりの森」運営人材 

・農地活用ノウハウ 

・経営や農業のことがわかる人材 

・地元食材を生かしたメニューを 

 開発できる調理人 

・集客方法 
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② ＮＰＯ法人等 

 

●特定非営利活動法人ＩＮＥ ＯＡＳＡ（い～ね！おおあさ） 
 

所在地 広島県 北広島町 

 

代表者名 理事長 堀田高広氏 

設立年 平成 13年 

主な 

活動内容 

中国山地の里山の自然環境を保全し、循環型社会のま

ちづくりを図るため、以下の事業を行っている。 
・菜の花エコプロジェクト等、資源循環型社会実現のための

企画・運営 

・資源循環型リサイクルに係る廃食油の収集・運搬と再生 

・環境教育に関する企画・支援 

・特産品等の研究・開発および販売・プロモーション 

・観光資源の新規企画及びネットワーク化等の支援 など ヒアリング回答者：堀田高広 様 

（画像右端） 

 

活動の中での連携実施状況 
 

●地元商店街や地域とともに地域振興イベント「おおあさ・わさまち」を毎年開催。 

●わさまち通り商店街活性化のための施策を、地域自治組織と連携し実施。広島市内の大学生を呼び

込み、ワークショップなどによる空き家リノベーションなどを行いながら、移住者やＵターン者の

起業支援などを行う。 

●古民家を再生した TURUYA(つるや食堂)では、食材提供を地元生産者から受け、店頭での販売も実施 

●ひろしまジン大学の授業として「大朝田んぼゼミナール」を実施。都市部の人材との交流、地域資

源のＰＲ、移住促進等につながる動きとして継続実施中。 

●企業に対しても、新人研修などの"場"を提供する活動を実施中。 

 

担い手人材・後継人材の状況 
 

●現在スタッフ数は 22名。 

●立ち上げ当初より、現代表の堀田氏が組織運営全般をマネジメントしている。 

●後継者はこれから見定め、育成していく必要がある。そのための資金や時間なども必要。 

●ボランティアスタッフで回している現状なので、雇用はできない。事業継続には人材確保が必要。 

 

好循環連携モデルの中で提供可能／提供希望リソース 

 
 → 地域自治組織・地縁組織 → 企業・営利組織 

提供可能 

リソース 

・ＮＰＯや企業とのマッチング、 

 コーディネート 

・困りごと解決のノウハウを持つ 

 人材の紹介 

・地域のプロモーション支援 

・ＮＰＯや地域とのマッチング、 

 コーディネート 

・企業新人研修の場の提供 

・都市にはない豊富な資源 

・稲刈機材の提供（未使用時） 

提供希望 

リソース 

・都市部ニーズに量的に対応可能な 

 地域団体や活動の情報 

・集客企画 

・専門性が高く調査分析ができる 

 大学や企業の協力 
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●特定非営利活動法人ＮＰＯきらめき広場 
 

所在地 岡山県 新見市哲西町 

 

代表者名 理事長 奥津一冨美 

設立年 平成 16年 

主な 

活動内容 

・まちづくり、地域づくりに関わる団体・組織の活動支 

 援 

・医療機関・社会貢献団体・行政・ボランティアなどと 

の連携による子育て支援、地域包括ケア、地域安全

の活動推進 

・市立図書館管理運営（指定管理） 

・「よろず相談」受付 
ヒアリング回答者：深井 正 様 

 

活動の中での連携実施状況 
 

●地域活動団体と連携し、他団体の事務局の受託を実施。 

●国土交通大臣認定の「自家用車有償運送運転者講習」を実施しているＮＰＯ法人移動ネットおかや

まの活動支援。 

●新見市から市立図書館運営の指定管理を受託。 

 

担い手人材・後継人材の状況 
 

●市立図書館の指定管理者としての職員はパートを含み 4名。 

●2016年、訪問ケア事業を立ち上げ、有資格者を配置。 

●若者は少なく、経験を活かせる 60代が中心（生きがい創出） 

●現在、後継人材は不在だが、町民の意識は高いので必ず候補者が現れると思われる。 

 

好循環連携モデルの中で提供可能／提供希望リソース 

 
 → 地域自治組織・地縁組織 → 企業・営利組織 

提供可能 

リソース 

・組織のノウハウを身に着けた人材の 

  提供（講演等） 

・自家用車福祉有償輸送のノウハウ 

 

提供希望 

リソース 
・事業に関連する情報 

・組織マネジメント手法 

・自主事業で収益をあげる方法 
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●おかやまマルシェ協会 
 

所在地 岡山県 岡山市北区 

 

代表者名 河上直美 

設立年 平成 27年 

主な 

活動内容 

おかやまで開催されている朝市、路地市、ストリートマ

ーケットなどのマルシェが集まり、情報発信、連携、起

業支援、観光振興などを通じてまちの活性化を目指す 

ヒアリング回答者：高橋真一様 

 

活動の中での連携実施状況 
 

●「株式会社いち」にて岡山市と協働で３年前からマルシェ事業を実施。 

●出店者が独立可能になった場合、空き店舗の利用については商店街と連携。商店街には協議会のノ

ウハウを提供。 

●生産者、飲食店、主催者連携による情報共有・出店情報ＤＢの構築中。 

●アウトレットモール運営企業と連携しマルシェ開催。 

●産直市場との連携で、個々の商品のブランディング向上を図る。 

 

担い手人材・後継人材の状況 
 

●リーダーがＮＰＯ設立ノウハウを有する。渉外・企画など担当を分けている。主要メンバーはイベ

ント運営経験者。 

●中核になるメンバーは７～８名。業種は様々。 

 

好循環連携モデルの中で提供可能／提供希望リソース 

 
 → 地域自治組織・地縁組織 → 企業・営利組織 

提供可能 

リソース 

・マルシェ運営に関する 

 ノウハウについてのセミナー開催、 

 また講師人材派遣 

・イベントセミナーの企画提案 

・マルシェ出品者取扱い産品の提供 

・仕入れやブースの提供 

・マルシェ運営に関する 

 ノウハウについてのセミナー開催、 

 また講師人材派遣 

・イベントセミナーの企画提案 

・マルシェ出品者取扱い産品の提供 

提供希望 

リソース 

・小規模農家とのつながり支援 

・地域の小商い業者とのつながり支援 

・テント、テーブルなど設備の支援 

・事業化のための支援 

・企業との連携による宣伝広告出稿 
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●特定非営利活動法人山村エンタープライズ 
所在地 岡山県 美作市 

 

代表者名 代表 藤井裕也 

設立年 平成 24年（法人化：平成 26年） 

主な 

活動内容 

岡山県美作市を拠点にすべての若者たちが可能性を発

揮できる社会の実現に向けて様々なプロジェクトを企

画、運営。 

・人おこし（次世代人材キャリア支援） 

・シェアハウス運営（ノウハウ提供・サポート） 

・地域づくり人材育成支援（みまさか学） など ヒアリング回答者：能登大次 様 

（画像中央右側） 

 

活動の中での連携実施状況 
 

●地域の活性化委員会に、代表と事務局長が参加し、継続的に連携。 

●梶並地区との耕作放棄地の活用事業（現在は関わりが離れ、希薄になっている）。 

●理事の一人が発達障がい者向けの学校（岡山学芸間高校）と耕作放棄地での耕作指導等で連携。 

●山村エンタープライズに入居し通信での高卒資格を取るための支援を実施。 

●学芸館高校とは活動フィールドとしての活用という連携を実施（学園祭等で商品の試験販売や広報、

宣伝）。 

●若者の集客方法等に関して、保健所や若者青少年関係の機関、臨床心理士会等を支援。 

●しまなみ海道のＮＰＯ法人、団体とも連携し、地域おこしを一緒に行っている（キャンプ企画運営

等）。将来的には事業化を図りたい。 

●お互い様な連携の形として、地域の方に、料理を作っていただいたり、農業知識や耕作放棄地など

の場所提供を受けている。収穫や草刈り、倉庫整理等の若者向けの就労機会も提供いただいている。 

 

担い手人材・後継人材の状況 
 

●ＮＰＯスタッフ以外に 5名の専門家にサポートを受けている。 

●総合的に企画立案できる人材や、組織マネジメント（人材の采配）が出来る人材等、事務局型の人

材確保が急務。 

●後継人材としては、客観的に物事を考えられる人がいれば育成したい。 

 

好循環連携モデルの中で提供可能／提供希望リソース 

 
 → 地域自治組織・地縁組織 → 企業・営利組織 

提供可能 

リソース 

・梶並地区の空き家提供 

・耕作放棄地、空き物件などの紹介 

・地域資源の利活用のノウハウ提供・ 

 企画支援 

・広報集客・ＰＲサポート 

・シェアハウスに入居する若者の 

 労力提供 

・耕作放棄地、空き物件などの紹介 

・地域資源の利活用のノウハウ提供・ 

 企画支援 

・広報集客・ＰＲサポート 

・シェアハウスに入居する若者の労力提

供 

・自開発のお茶、木工商品の提供 

提供希望 

リソース 

・入居者の働き先、 

 キャリアが積める場の提供 

・入居者の働き先、 

 キャリアが積める場の提供 

・商品開発支援（食品系の有識者の紹介、 

 加工設備の提供） 

・商品販売支援（お茶などの販路提供） 
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●特定非営利活動法人三段峡ー太田川流域研究会 
 

所在地 広島県 山県郡安芸太田町 

 

代表者名 理事長 本宮 炎 

設立年 平成 28年 

主な 

活動内容 

里山の資源を活用し、三段峡を中心とする太田川流域

に暮らす人々の豊かなライフスタイルの構築に寄与す

るため、以下の事業を行う。 
・環境保全事業 ・研究事業 ・観光事業   

・地域づくり事業 ・教育事業 ・情報発信及び出版事業 

・三段峡友の会運営事業 ・エネルギー事業 
ヒアリング回答者：本宮 炎 様 

（画像は活動の様子） 

 

活動の中での連携実施状況 
 

●三段峡流域の市町、地域、ＮＰＯ等と連携して資源調査、活用のための企画検討などを実施。 

●地元観光業者と連携し、観光資源の活用施策の検討、行政への提案などを実施。 

●フィールドガイドや専門家と連携し、子どもたちへの環境教育やアクティビティ提供を実施。 

●環境庁事業で三段峡のガイドブック出版予定。 

 

担い手人材・後継人材の状況 
 

●現在役員 12名。会員約 30名。 

●各事業運営にあたってのノウハウを持つ、専門家、プロが参加。 

●設立間もないため、後継者等の発掘・育成に関しては、今後の取組みの中で検討していく。 

 

好循環連携モデルの中で提供可能／提供希望リソース 

 
 → 地域自治組織・地縁組織 → 企業・営利組織 

提供可能 

リソース 

・三段峡フィールドを活用した 

  ガイドツアーの企画・運営 

・環境教育、カヤック、陶芸、 

 ファシリテーターなどの講師派遣 

・三段峡及び周辺を使った、 

 エコ・グリーンツーリズムによる 

 企業研修の受け入れ、提案 

提供希望 

リソース 

・企業、団体とのマッチングを 

 専門的に担う人材 

・団体の規模を大きくするための 

 マネジメント人材紹介 

・ファンドレイジング、資金調達 

 ノウハウを有する人材の情報紹介 

・インタープリター育成の講師紹介 

・三段峡フィールドミュージアムの 

 様々な見どころや魅力を開発し、 

 商品化してくれる専門人材紹介 
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●特定非営利活動法人てごねっと石見 
 

所在地 島根県 江津市江津町 

 

代表者名 理事長 横田 学 

設立年 平成 23年 

主な 

活動内容 

江津市、島根県西部（石見地方）を中心に 

・創業支援 

 初等教育段階からのキャリア教育、産業人材の育成、 

 人材の誘致、ビジネスマッチング、コンサルティング 

・中心市街地の活性化に関する事業 

・地域活性化に関わる公共施設等の運営・管理 など 

ヒアリング回答者：盆小原照晶 様 

 

活動の中での連携実施状況 
 

●行政の委託事業が多い（現在自主事業は行っていない）。 

●江津市主催のビジネスプランコンテストを、５つの支援機関のひとつとして連携。プラン策定の相

談、ネットワークづくり支援などを担当。 

●市民活動支援として「ごうつ道場」を運営。大学生を地域につなぐ支援になっている。連携先は各

地域のＮＰＯや団体。 

●地元商店会組織のイベント事務局、裏方的な部分を半ボランティア的な形でバックアップ。 

 

担い手人材・後継人材の状況 
 

●職員の中に Iターン者が２名。地元出身者の育成を意識的に行う必要性を感じている。 

 

好循環連携モデルの中で提供可能／提供希望リソース 

 
 → 地域自治組織・地縁組織 → 企業・営利組織 

提供可能 

リソース 

・地域および県全域にある 

 ネットワークの提供 

・場所提供（パレットごうつ） 

・設備提供（机や椅子等） 

・パレットごうつで開催する事業の 

 共催・支援 

・企画・集客ノウハウ提供 

・ソーシャル・ビジネスの事業相談 

・地域および県全域にある 

 ネットワークの提供 

・場所提供（パレットごうつ） 

・設備提供（机や椅子等） 

・企画・集客ノウハウ提供 

提供希望 

リソース 
・地域で抱えている課題情報 ・自主事業計画のための人的・経済的支援 
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●公益財団法人とっとり県民活動活性化センター 
 

所在地 鳥取県 倉吉市 

 

代表者名 理事長 宮本京子 

設立年 平成 26年 

主な 

活動内容 

・県民の社会参画機会を促進する事業 

・ボランティア活動、地域づくり活動、ＮＰＯ活動を担

う団体等を支援する事業 

・ボランティア活動、地域づくり活動、ＮＰＯ活動に関

する人材育成、ネットワーク促進、情報収集・発信、

調査・政策提言、価値創出のための事業 

・多様な主体が参加する協働・連携を促進・支援する事

業 等 ヒアリング回答者：毛利 葉 様 

 

活動の中での連携実施状況 
 

●各地に出向いて、ボランティア活動支援、地域づくり活動支援、ＮＰＯ支援などを進め、あわせて

企 

 業や行政、地域と連携して協働事業をすすめ、持続可能な社会をつくるのがセンターのミッション。 

 昨年から、とっとりの元気づくり会議を開催し、活動団体同士のネットワーク化を図っている。特 

 に来年度は震災復興関連の動きをすすめる予定。 

●企業とＮＰＯとのマッチングをすすめ、寄附付き商品を企画。 

●今井出版と連携し、図書館でのイベント等を開催。 

●自主財源が少ない活動団体を支援するために、個別に伴走支援を行うほか、企業と連携してチャリ 

 ティを行ったり、クラウドファンディングでの支援などによって、成功体験を味わってもらう活動 

 も行っている。 

●県の振興課とともに、東部・中部・西部に創生支援センターを設置し、行政と連携して相談対応を 

 行っている。 

 

担い手人材・後継人材の状況 
 

●鳥取県（参画協働課）の協力のもと、支援経験がある事務局長中心の事業運営から、担当職員を中 

 心としたチームによる事業運営への移行をすすめている。 

●プロボノ事業、お買い物チャリティ（寄付付き商品企画）や活動団体に対する伴走支援等、新しい 

 支援メニューの取組みに各職員がチャレンジしている。 

●20～50代まで、幅広く後継者候補はいるが、東部・中部・西部と業務を行う場所が離れているため、 

 顔を合わせて事例を共有し、ともにスキルアップするための時間を確保することが課題。 

 

好循環連携モデルの中で提供可能／提供希望リソース 

 
 → 地域自治組織・地縁組織 → 企業・営利組織 

提供可能 

リソース 

・ＮＰＯに関する情報提供と 

 マッチング 

・地域活動の組織運営支援 

・助成金や補助金情報提供と申請支援 

・ＮＰＯに関する情報提供とマッチング 

・助成金や補助金情報と申請支援 

提供希望 

リソース 

・地域のニーズや課題に基づく 

 プロジェクト提案 

・本業を活かした地域活動・ 

 ＣＳＲ活動などのニーズ 

・社会的企業との連携 
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●特定非営利活動法人なんぶ里山デザイン機構 
 

所在地 鳥取県 西伯郡南部町 

 

代表者名 理事長 毎川秀巳 

設立年 平成 28年 

主な 

活動内容 

人口の減少や経済規模の縮小により活力の低下が懸念

される地域に対し以下の事業等を行い、地域の活力増

進に寄与する。 

・移住・定住促進（空き家等の利活用） 

・町民及び移住者のための職業斡旋・紹介 

・里山の魅力発信（里山デザイン大学開講） 

・特産品の開発支援 など 
ヒアリング回答者：森岡重信 様 

 

活動の中での連携実施状況 
 

●交流人口の増加を図る講座などを実施している「里山デザイン大学」は、地域の課題解決のプラッ

トフォームとして、JASCAの学生との連携を計画中。 

●連携先の振興協議会から空き家情報の提供をしてもらっている。 

●ふるさと納税の返礼品にバリエーションを持たせるべく、防災協定を結んでいる他の地域と連携し

ている。 

●日本財団からの助成金で、特産品開発をする動きがある。⇒えごま油商品化。 

●ふるさとづくりネットワークに加盟。 

 

担い手人材・後継人材の状況 
 

●地域住民の意識を変えて、巻きこんでくれるような、他の地域や新しい考え方を持つ人が必要。 

●マネジメント能力のある人材が必要。 

 

好循環連携モデルの中で提供可能／提供希望リソース 

 
 → 地域自治組織・地縁組織 → 企業・営利組織 

提供可能 

リソース 
・お試し住宅の提供（米子・大山） ・特産品提供（えごま油等） 

提供希望 

リソース 
 

・地域や役場とのネットワーク 

・組織マネジメント力のある人材の紹介 
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●公益財団法人ふるさと島根定住財団 
 

所在地 島根県 松江市朝日町 

 

代表者名 理事長 原 仁史 

設立年 平成４年 

主な 

活動内容 

・県内定住を拡大するため、若者を中心とした県内就

職促進やＵＩターン促進のための事業（ジョブカフ

ェ、ＵＩターンフェアなど） 

・活力と魅力ある地域づくりの促進のための、ＮＰＯ

支援（研修、交流会等）、アドバイザー派遣、各種コ

ンサルなど 

・上記の活動から得られた情報発信（ＷＥＢ、機関誌

等） ヒアリング回答者：森山 忍 様 

 

活動の中での連携実施状況 
 

●市町村や企業との連携により移住希望者へのＵ・Ｉターン支援、学生支援、地域づくり支援（助成

金、研修等によるＮＰＯ・企業支援）を実施。 

●Ｕ・Ｉターン支援では、仕事、生活は定住財団、融資は日本政策金融公庫、家は宅建協会と連携。 

●連合島根。地域課題に取組むＮＰＯ法人を同財団で公募し連合島根とマッチング、ボランティアを

派遣。 

 

担い手人材・後継人材の状況 
 

●企業の求人情報を収集するスタッフ。 

●助成金相談や研修が交流の場になっており、研修等での出会いから個別支援につながる。 

●行政書士、税理士、経営コンサル、社会保険労務士とスタッフ各個人が連携。 

●助成事業の実施状況を分析し、経営コンサルティングを、中小企業診断士と連携して、改善支援を

実施。 

 

好循環連携モデルの中で提供可能／提供希望リソース 

 
 → 地域自治組織・地縁組織 → 企業・営利組織 

提供可能 

リソース 

・ＮＰＯ・地域づくり団体やＵＩターン

者に関する情報提供 

・上記に関連するネットワーク） 

・ＮＰＯ・地域づくり団体やＵＩターン者

に関する情報提供 

・上記に関連するネットワーク 

提供希望 

リソース 

・地域課題解決のための団体立上げや

事業開始の情報 

・企業との連携希望情報 

・求人情報 

・ＣＳＲの情報 
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●特定非営利活動法人ほほえみの郷トイトイ 
 

所在地 山口県 山口市阿東地福上 

 

代表者名 理事長 長安正巳 

設立年 平成 24年（法人化：平成 26年） 

主な 

活動内容 

・地域交流拠点「ほほえみの郷 ToiToi」の運営 

・移動販売トイトイ号の運営（買い物弱者支援） 

・地域コンシェルジュサービス「ごようきき」ふくちゃ

んの運営 など 

ヒアリング回答者：石田億之 様 

 

活動の中での連携実施状況 
 

●活動の場所（ToiToi）は、ＪＡから一年間無償貸与で提供。その後は格安で継続賃貸。 

●移動販売事業は地元の婦人会のボランテイアに協力いただいている。また車両購入は社会福祉協議

会の補助も活用。 

●特産品開発（レトルト食品）を民間企業（惣菜工場）と一緒に開発。 

●東京の会社、市とケーブルテレビ会社と連携し、ＩＣＴへの取組みを試験的に実施している（モデ

ル構築）。 

●地域のイベントで専門学校と連携。コンピューター学科の学生が地域貢献に関する授業として、ネ

ットショップ管理。 

 

担い手人材・後継人材の状況 
 

●親世代が守ってきた地域に、外に出て働いている世代が投資をして、帰ってこれるような場所をつ

くりたい。 

 

好循環連携モデルの中で提供可能／提供希望リソース 

 
 → 地域自治組織・地縁組織 → 企業・営利組織 

提供可能 

リソース 

・活動場所（ToiToi）の提供 

・産直品販売ブース・機会の提供 

・ネットワークの提供 

・産直品販売ブース・機会の提供 

・ネットワークの提供 

提供希望 

リソース 
 

・収益モデル確立のための支援 

・販路開拓支援 

・移動販売車購入支援 
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●特定非営利活動法人みんなの集落研究所 
 

所在地 岡山県 岡山市北区表町 

 

代表者名 代表執行役 石原達也 

設立年 平成 25年 

主な 

活動内容 

中山間地域をはじめとした、人口減少や少子高齢化等

に起因する課題をもつ岡山県内の地域・集落に対して、

その維持と発展に関して以下の事業を通して課題解決

を行う。 

・調査・研究事業 

・マッチング及び円卓会議開催事業 

・コンサルティング事業 

・人材育成・組織強化事業 

・政策提言事業 
ヒアリング回答者：西山基次 様 

 

活動の中での連携実施状況 
 

●地域の課題解決ニーズに対し、地域と一緒に考え、計画づくりを実施（助成金の確保や行政との連

携も含めてのアドバイスも実施）。 

●地域での生きがいづくり、収入づくりにつながる特産品の開発や販売などは、ノウハウを持つ他団

体と連携して支援に取組む。 

●交通弱者を支援するためのモビリティプロジェクトを一般財団法人トヨタモビリティ基金・ＮＰＯ

法人英田上山棚田団とともに実施（試験的にコムス：超小型電気自動車のレンタル実施なども行い

ながら、地域の方と一緒になって課題解決に取組む）。 

●上記の中で、観光も絡めた事業収入が見込める事業の立ち上げに取組む（地元高齢者の方が持つ得

意・技を使ったコンテンツづくり＝生きがいづくりなど）。 

●岡山ＮＰＯセンターに事務代行を委託し、事業推進に注力している。 

●介護保険改正に伴う新しい総合事業の市町村単位での展開のために、行政担当課・社会福祉協議会・

地域包括支援センター・公民館・地縁組織等と連携して計画づくりや人材育成に取組んでいる。 

●鳥獣害対策としてジビエの普及啓発にも取組み、イオンモール岡山とも連携したイベントを実施。 
 

担い手人材・後継人材の状況 
 

●常勤のスタッフは６名。 

●ノウハウを持つ団体を外部フェローとして登用している。 

●地域で実践を行う若手やリーダーを役員として迎えている。 
 

好循環連携モデルの中で提供可能／提供希望リソース 

 
 → 地域自治組織・地縁組織 → 企業・営利組織 

提供可能 

リソース 

・地域での計画づくりのための調査、 

 ワークショップなど 

・ニーズに沿った専門家の紹介 

 （移動課題、特産品づくり、販売など） 

・地域が持つ課題や必要とする資源、情報 

・移動販売、買い物支援コンサルティング 

提供希望 

リソース 

・地域が持つ課題や必要とする資源、 

 情報 

・自治体が持つ各種統計・ビッグデータ 

・地域の課題解決につながる資源や 

 連携体制（買い物、移動、見守り、 

 加工・販売など） 
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●特定非営利活動法人やまぐち県民ネット 21 
 

所在地 山口県 山口市大殿 

 

代表者名 理事長 辻 正二 

設立年 平成 15年 

主な 

活動内容 

県民活動団体などのネットワーク促進による自主的・

主体的な社会参加活動の活性化と、県民・企業・行政の

パートナーシップによる新しい県づくりへの寄与。 

・県民活動の調査研究及び政策提言に関する事業 

・県民活動団体のネットワーク化に関する事業 

・県民活動団体の助言及び支援に関する事業 など 

ヒアリング回答者：伊藤 彰 様 

 

活動の中での連携実施状況 
 

●県内各市民活動支援センターのネットワークのハブ的な役割を担っている。 

●指定管理事業を行っているため、主たる連携先は県が主な相手となる。 

●県社協とは防災・災害対策関連での連携を行っている（ＮＰＯやボランティアからの情報収集・発

信も）。 

●基本は県民活動支援センターが相談窓口、研修窓口として機能し、必要に応じて専門家につなぐス

タイル。課題に応じて各機関・専門家との連携をはかっている。 

●委託元だった「きらめき財団」とは、現在も連携。相談者を財団、金融公庫などの専門機関につな

ぐこともある。 

 

担い手人材・後継人材の状況 
 

●ＮＰＯ法を踏まえた山口県県民活動促進条例の制定に関わった人が理事として在籍している。 

●県民活動支援センターの元センター長が理事として在籍。女性の起業・農商工連携・６次産業化の

支援を手がけており、栄養士としての視点から商品開発の企画・運営当の助言ができる。また幅広

いネットワークを持つ。 

●ＩＴに特化したスタッフも非常勤だが在籍。 

●当面は後継者となる人材がいるものの少数に止まっており、長期的な運営の担い手は不足している。 

●育成はシステマティックにできているわけではないのが現状。 

 

好循環連携モデルの中で提供可能／提供希望リソース 

 
 → 地域自治組織・地縁組織 → 企業・営利組織 

提供可能 

リソース 

・ＮＰＯや地元企業、学校などとの 

 マッチング支援 

・有効な連携のためのアドバイス 

・起業支援・６次産業化支援 

・地域情報の発信 

・ＮＰＯや行政、学校などとの 

 マッチング支援 

・有効な連携のためのアドバイス 

・地域情報の提供 

提供希望 

リソース 
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③ 企業等 

 

●株式会社ジブンノオト 
 

所在地 山口県 大島郡周防大島町 

 

代表者名 代表取締役 大野圭司 

設立年 平成 25年 

主な 

活動内容 

・中高校生及び大学生のキャリア教育に関する塾の経

営、キャリア教育に関するコンサルティング 

・学校や企業経営及び教育に関するコンサルティング 

ヒアリング回答者：大野圭司 様 

 

活動の中での連携実施状況 
 

●フリーペーパーを作成し、広告費を得ながら島内の起業家や経営者とのネットワークを構築 

●地元の学校との連携で、中学 2年生の総合的な学習の時間にて、アントレ（起業体験学習）を実施 

 し、ふるさと志向の職業観とチャレンジ精神を育んでいる。 

●アントレでは道の駅で開催されるルーラルオレンジフェスタ（県内各所で一斉に開催される生産者 

 と消費者との交流の場）に出店。 

●異なるセクターとも積極的に連携したい。 

●周防大島町立「学びのリゾート大学」構想あり。 

 

担い手人材・後継人材の状況 
 

●移住者は重要だが、地元＋αの人材。Ｕターンする若者の割合を高めなければ本質的な課題解決に 

 はならない。 

●右腕として活躍できる人材は都市部にいるので、当社への参画や受講などを通じて育てたい。 

●長期研修生制度を検討中。社会人や学生の長期インターンの受け入れを実施したい。 

●人材マッチングは容易ではないが、教育分野で地元に戻る人材を育てたい。 

 

好循環連携モデルの中で提供可能／提供希望リソース 

 
 → 地域自治組織・地縁組織 → ＮＰＯ等非営利組織 

提供可能 

リソース 

・教育に関する小中高大までの 

 幅広いつながり 

・教育に関する小中高大までの 

 幅広いつながり 

提供希望 

リソース 
・社会人長期研修生の受入  
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●株式会社シマネプロモーション 
 

所在地 島根県 浜田市牛市町 

 

代表者名 代表取締役 三浦大紀 

設立年 平成 26年 

主な 

活動内容 

ＰＲ戦略の提案、イベントの企画／実施、物販 

・コ・ワーキングスペース"enn"の運営 

・メイドイン島根の引き出物サービス 『YUTTE』 

・アウトドアブランド『HARIYAMA Productions』企画 

販売 

・地域ブランディング事業（島根県浜田市、江津市等） 

ヒアリング回答者：三浦大紀 様 

 

活動の中での連携実施状況 
 

●行政からの仕事が多い。取組む事業によって社外リソースを活用する。企画は自社で、実行運営は

外部の事業者や専門家などといった形で役割分担を行い、連携している。 

●島根県の定住対策の一環として、移住定住ポータルサイトを求人サイトにリデザインする事業にお

いて、人材会社をアサインし協働実施。企画・ディレクションはシマプロ。その先はそれぞれデザ

イナーや専門家に。 

●営利企業なのでボランティア的な連携は難しい。また、コンサル的な関わりのみの連携も極力控え

ている。 

 

担い手人材・後継人材の状況 
 

●ほとんどの事業において代表自身が、営業的な役割で動いてプロジェクト立案、企画書作成、提案

まで行っている（社内にリソースがあることで可能になっている）。 

●後継者候補は今のところ不在。事業単位での当該者はいるが、会社としての後継者になりうるかど

うかは未知数。 

●後継者へ求めるスペックが高いことと、反面、収入は（都会地と比較した場合）下がるため、後継

者探しは難度が高い。 

●必要に応じて会社組織の形態変更などは検討しているが、規模を大きくすることは考えていない。 

 

好循環連携モデルの中で提供可能／提供希望リソース 

 
 → 地域自治組織・地縁組織 → ＮＰＯ等非営利組織 

提供可能 

リソース 

・場所（enn）の提供 

・自社サービスの提供 

 （企画・プロモーション） 

・自社商品の提供（YUTTE等） 

・場所（enn）の提供 

・自社サービスの提供 

 （企画・プロモーション） 

・自社商品の提供（YUTTE等） 

提供希望 

リソース 
・金銭的な支援策（事業費・人件費等）  
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●有限会社ひよこカンパニー（大江ノ郷自然牧場） 
 

所在地 鳥取県 八頭郡八頭町 

 

代表者名 代表取締役 小原利一郎 

設立年 平成 12年 

主な 

活動内容 

養鶏業、鶏卵販売、食品・洋菓子加工製造販売、飲食サ

ービス 

ヒアリング回答者：吉田有恒 様 

 

活動の中での連携実施状況 
 

●企画デザイン部門があり、そこで企画した内容をもとに連携のアプローチを行っている。 

●船岡農場、船岡共生の郷という団体との協働で、耕作放棄地を借り上げ、狭い農地の有効活用支援

を行い、地域の農業の盛り上げを図っている。同農場で飼料米を作ってもらうなどしている。また

レストラン用の地元食材なども、作付け依頼をして買い上げている。 

●田中農場、北村きのこ園など地元の生産者から材料を仕入れ、店舗やネットでの販売を行っている。 

●その他、任意団体、福祉作業所と連携し、パッケージ組立や広告類の封入作業などを依頼。地域雇

用の創出にもなる。 

●運送会社（ＪＰ佐川）との連携。 

 

担い手人材・後継人材の状況 
 

●ディズニーの「ＳＣＳＥ」という取組みを参考にしている（ベースとなる考え方）。 

●社内や地域の方、取引先等の連携が今後の事業拡大の鍵になるとおもうので、様々なつながりを育

てることができる人を育てたい。 

●即戦力は欲しいがなかなか難しい。優秀な人材確保のために、とっとり定住機構を通じてＩＵター

ンの求職者も積極的に採用をしている。 

●現在のスタッフは地元出身者が多い。もともとスキルをもった人間でなくても、社員の適性を見て

仕事を任せることで技術を習得させ中核となる社員を育てている。それが社員のモチベーションに

つながっており、組織としても人を育てる文化ができつつある。 

●５年ほど前から新卒採用を始めた、当社の理念に共感し、鳥取県を元気にしたいという気持ちをも

った社員が仲間になっている。 

 

好循環連携モデルの中で提供可能／提供希望リソース 

 
 → 地域自治組織・地縁組織 → ＮＰＯ等非営利組織 

提供可能 

リソース 

・自社製品の提供 

 （地域活性のための限定的な販売等） 

・ＷＥＢ等での産品ＰＲ 

・体験教室の実施 

・体験教室の実施 

提供希望 

リソース 
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●株式会社吉田ふるさと村 
 

所在地 島根県 雲南市吉田町町 

 

代表者名 代表取締役社長 高岡裕司 

設立年 昭和 60年 

主な 

活動内容 

・農産加工品の製造・販売 

・水道施設工事業・簡易水道の管理 

・市民バスの運行 

・くつろぎの掛け流しの宿「清嵐荘」の運営 

・旅行業 

・原料生産事業 

・立ち寄り軽食「TATALOVER～たたらば～」の営業 
ヒアリング回答者：高岡裕司 様 

 

活動の中での連携実施状況 
 

●地域自治組織、ＮＰＯ、民間企業、農業生産法人との連携による都市農村交流事業で経済的・文化

的なメリットを模索。その中での自社の役割は流通・販売。 

●尾道松江線沿線地域の道の駅の広域連携によるネットワーク協議会に参加し、情報交換・発信連携

からスタート。 

●農業生産法人、福祉組織との連携により新商品開発。 

 

担い手人材・後継人材の状況 
 

●人材確保は最大の課題。中山間地域では専門人材の確保が難しく、賃金を上げても集まらない 

●地域を元気にしたい意欲ある人材が不足。育成の重要さを認識しているが、即戦力が欲しい事情も

ある。 

 

好循環連携モデルの中で提供可能／提供希望リソース 

 
 → 地域自治組織・地縁組織 → ＮＰＯ等非営利組織 

提供可能 

リソース 

・小ロットの食品加工開発・製造支援 

・無添加食品加工のノウハウ 

・ＵＩターン希望者の暮らし相談や 

 情報提供 

・小ロットの食品加工開発・製造支援 

・無添加食品加工のノウハウ 

・ＵＩターン希望者の暮らし相談や 

情報提供 

提供希望 

リソース 

・販売力強化を図る上での人材 

 （人材情報） 

・都市部の販売協力者 

・販売力強化を図る上での人材 

 （人材情報） 
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（３） 調査結果の考察 

① 連携のメリット 

 好循環連携モデルの基本類型ごとに、主たる連携メリットと異なるセクターとの連携実績

の状況を以下のとおり整理した。 

 

地域任意団体 
 

メリット セクター間連携 

業

務 

改

善 

・運営ノウハウの習得 

【企】小規模小売チェーン企業との連

携 

※市が紹介 

・コスト削減、経営効率の向上  

他 ・ほかの非営利事業を支える収入源  

 

ＮＰＯ法人等 
 

メリット セクター間連携 

情

報 
・情報発信力の向上 

【金】金融機関との連携事業 

【地】地域おこし協力隊との連携 

事

業

開

発 

・起業支援（包括的支援） 

・起業支援（空店舗活用） 

【複】産官学金の複合体との連携 

【複】自治体、商店街との連携 

・既存商品、サービスの質的向上 
【他】医療機関 

【複】産学金の複合体との連携 

・単独ではできなかった商品、 

 サービスの開発 

【企】企業との共同事業 

【他】税理士、行政書士などとの連携 

・販路や顧客の開拓 【企】マルシェ参加団体、商店街との連携 

・事業の安定化による継続性確保 【複】産学金の複合体との連携 

・活動規模の拡大  

人

材 

・若手後継者や大学生の地域の  

 担い手意識の形成 
【複】商店街、大学の複合的な連携 

・専門人材不足の解消 
【Ｎ】中間支援ＮＰＯとの連携 

【他】税理士、行政書士などとの連携 

意
見 

・連携にはお金の流れと責任範囲の 

 明確化が必須 
 

・人材の共通プラットフォーム化  
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企業等 
 

メリット セクター間連携 

情
報 ・情報交換、情報発信連携 

【複】尾道松江線沿線地域の道の駅 

   広域ネットワーク協議会 

事
業
開
発 

・単独ではできなかった商品、 

 サービスの開発 

【複】地域自治組織、ＮＰＯ、企業、農業 

   生産法人との連携 

【複】学校（カリキュラム）、 

   地元生産者事業者との連携 

人
材 

・異分野交流による人材育成 
【複】地域自治組織、ＮＰＯ、企業、農業 

   生産法人との連携 

・未来の地域を担う次世代育成 【他】学校との連携（カリキュラム） 

地
域
貢
献 

・資源活用商品開発支援による地域貢献 【複】農業生産法人、福祉組織との連携 

・地域の仕事の魅力、大切さの 

 コンテンツ化 
【他】学校との連携 

意
見 

・企業のメリットは経営資源の相互補完  
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② 連携のデメリット 

 好循環連携モデルの基本類型ごとに、連携のデメリットとデメリットを感じたセクター間

の連携について以下のように整理した。 

 

地域任意団体 
 

デメリット セクター間連携 

意

見 
・デメリットはない  

 

ＮＰＯ法人等 
 

デメリット セクター間連携 

運

営 

・連携のためのコストが負担になる 【複】各セクター 

・連携先と合意形成が複雑だと 

 状況変化に柔軟、迅速対応できない 
【複】各セクター 

・集まる時間が取りにくい 【複】各セクター 

・運営体制の充実度の違いが負担に 【複】地域、ＮＰＯとの連携 

事

業

展

開 

・地域外連携の場合、地元との 

 利害調整が大変 
【地】地域、企業との連携 

・連携団体増加による供給過剰で 

 収益性の低下を懸念 
【複】ＮＰＯ、企業との連携 

意

識 

・対等な関係づくりが難しい（ＮＰＯ＝

ボランティアとの認識が根強い） 
【複】各セクター 

継

続

性 

・経済的つながりがなく継続しにくい 【Ｎ】地域自治組織、ＮＰＯとの連携 

・連携先の廃業リスク 【企】企業との連携 

意

見 
・デメリットはない  

 

企業等 
 

デメリット セクター間連携 

業
務
効
率 

・合意形成と相互理解を重視するので 

 企業経営よりも時間がかかる 
【複】地域、ＮＰＯとの連携 

収
益
性 

・ボランティアでは参画できない 【複】地域、ＮＰＯとの連携 
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③ 連携において「提供できること（リソース＝地域資源、経営資源）」 

 好循環連携モデルの基本類型ごとに、連携の「提供できること（リソース＝地域資源、経

営資源）」について以下のように整理した。 

 

〔凡例〕青字：２団体が回答 赤字：３団体以上が回答 

地域任意団体 

資源ジャンル 貢献できること 想定セクター 

場・設備 ・空部屋を事務所に活用 【企】ＩＴ企業等 

地域環境 ・自然環境、農村環境（農地） 【企】企業、起業家 

 

ＮＰＯ法人等 

資源ジャンル 貢献できること 想定セクター 

情報共有 ・地域活動、ＮＰＯ、地域人材の紹介 【複】地域自治組織、企業 

専門人材 ・ノウハウを身に着けた人材提供 【複】地域自治組織、企業 

設備 
・車両 【地】地域自治組織 

・農機具の提供 【複】地域自治組織、企業 

知見 ・専門知識、ノウハウなど（セミナー等） 【複】地域自治組織、企業 

地域環境 

・田舎らしさを生かした人材育成機会提供 【複】地域自治組織、企業 

・都市にない豊富な資源 【複】地域自治組織、企業 

・課題解決ニーズをもつ現場での 

 挑戦機会の提供 
【企】企業、起業家 

 

企業等 

資源ジャンル 貢献できること 想定セクター 

技術 
・自社の地域資源活用ノウハウ 

 （商品サービス開発） 
【地】地域自治組織 

営業 ・自社の販路紹介 【地】地域自治組織 

経営 ・自社の事業ノウハウ 【他】取引での形態 

他 
・自社の地元への移住希望者への地域の 

 支援関係機関、キーパーソンの紹介 
【他】個人 
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④ 提供・協力してほしいこと（ニーズ）」 

 好循環連携モデルの類型ごとに連携の「協力してほしいこと（ニーズ）」について以下のよ

うに整理した。 

 

〔凡例〕青字：２団体が回答 赤字：２団体以上が回答 

地域任意団体 

資源ジャンル 協力してほしいこと 想定セクター 

専門人材 ・経営、農業、施設運営の専門人材 【複】ＮＰＯ、企業 

知見 
・集客ノウハウ 【複】ＮＰＯ、企業 

・農地活用ノウハウ 【企】企業 

技術 ・地元食材活用メニュー開発ノウハウ 【企】企業 

 

ＮＰＯ法人等 

資源ジャンル 協力してほしいこと 想定セクター 

専門人材 

・営業力に長けた専門人材 【企】企業 

・マネタイズに長けた専門人材 【企】企業 

・調査分析力をもつ専門人材 【複】大学、研究機関、企業 

知見 
・組織マネジメント手法 【複】ＮＰＯ、企業 

・集客、収益性向上ノウハウ 【企】企業 

運営 
・都市消費者からのニーズに量的に 

 対応するための連携体制 
【Ｎ】ＮＰＯ 

ネットワーク 

・大企業と連携する仕組み 【企】企業 

・活動に必要な備品、設備の提供 【複】各セクター 

・生産者とのつながり 【地】地域自治組織 

 

企業等 

資源ジャンル 協力してほしいこと 想定セクター 

情報 ・地域貢献型の仕事に意欲をもつ人材情報 【他】 

専門人材 ・営業力に長けた専門人材 【企】企業 

ネットワーク 

・出身者ネットワークによる 

 地域産品の販売促進の仕組み 
【地】地域自治組織 

・中山間地域の人材育成環境に 

 関心をもつ企業等の紹介 
【複】各セクター 

連携意識 ・対等でフェアな関係づくり 【複】各セクター 
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５. 統合分析 

 

（１） 統合分析 

 本調査において実施した、中山間地域における地域サービスを主体的に提供する運営主体

の３類型を対象とする「アンケ―ト調査」及び「ヒアリング調査」の実施結果を整理、分析

し、以下のような考察結果をまとめた。 

 

① 中山間地域における地域サービス提供団体の運営方針 

 中山間地域における地域サービスを提供する団体の運営方針については、以下の２つの特

徴が明らかになった。 

 

【地域サービス提供団体の特徴】 

特徴項目 概要 類型別の特徴 

A) 地域課題解

決を目的とす

る団体が７割 

（74％） 

 地域課題、困り事解決が活動

開始の動機になっている。 

 『事業化（収入）を見込める』と

の回答はなく、地域課題解決

や地域振興意識の高さがうか

がえる。 

 地域任意団体では「そのほか」

が４割近くにのぼった。 

 ＮＰＯ等では「地域課題解決目

的」の設立が 100％となった。 

 企業では、「自己実現」目的の

設立が３割近くあった。 

B) 後継人材を組

織外で探して

いる団体が約

４割 

（38％） 

 後継人材を自身の団体組織以

外で探しているとの回答が４割

に上り、人材確保、育成の観点

から組織間の連携を進めること

への潜在的なニーズがあるこ

とが推察される。 

 任意団体では「外部で探す」が

６割以上あった。 

 ＮＰＯ等では同約２割であっ

た。 

 企業では同約３割であった。 

 

 以上から、地域サービス提供団体の運営方針について以下のように整理した。 

 

■地域サービス提供団体の運営方針からみた連携意識 

1. 地域サービスを提供する団体は類型に関わらず、地域課題の解決を目的とする団体

が多く、連携目的を相互共有しやすい。 

2. 地域任意団体には後継人材を組織外で探すケースが多く、後継人材確保目的での連

携ニーズを有している。 
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② 中山間地域における地域サービスの担い手人材像 

 中山間地域におけ地域サービスにおける中心的な役割を果たす担い手人材については、以

下の４つの特徴が明らかになった。 

 

【担い手層の特徴】 

特徴項目 概要 類型別の特徴 

A) 女性が約３割

を占める 

（28％） 

 企業の管理職に占める女性の

割合が、係長：14.4％、課長：

7.9％（「平成 25 年度男女共同

参画白書」平成 24 年調査結果

参照）に比較して、女性の活躍

機会が多いといえる。 

 ＮＰＯ等が５割を占め、最も女

性の活躍機会が多く、企業で

は該当なしであった。 

B) 30 代と 60 代

が中心世代 

（30代：34％） 

（60代：33％） 

 中山間地域の地域構成組織を

地域任意団体、ＮＰＯ法人等、

株式会社等の枠組で整理する

と、若手世代とベテラン世代が

バランスよく活躍している状況

が明らかになった。 

 企業では 30 代が６割で若手中

心であり、地域任意団体では

60 代が４割でシニア中心であ

る。 

C) UI ターン者が

４割 

（42％） 

 大都市の若者のローカル志向

の拡大、地方創生関連施策の

推進などを背景に、中山間地

域において UI ターン者が担い

手として活躍している状況が明

らかになった。 

 UI ターン人材は企業で６割以

上、ＮＰＯ等で５割以上と多くを

占めた。 

D) 会社員経験者

が４割 

（41％） 

 現在の活動組織の前の所属、

キャリアでは、会社員が多く、

次いで多い経営者、公務員を

含めると７割を占める。 

 各類型とも、会社員、経営者、

公務員経験者が6～7割を占め

ている。 

 ＮＰＯ等では公務員が約３割、

企業では学生が３割で、地域

への新卒人材の受皿の機能を

有していることがわかる。 

 

 前頁の地域サービスの担い手人材像に関する特徴を以下のように整理した。 

 

■地域サービスの担い手の人材像 

1. 好循環連携モデルの枠組みで考えると女性、若者（新卒者含む）・シニア、移住者、過去

のキャリアなど、人材の多様性を確保できる環境にある。 

2. 担い手人材は基本的なビジネススキルを有している。 

3. 都市側の価値観・ニーズを共有できる感性を有している。 

4. 地元地域に対する愛着や誇りを有している。 

5. 地域貢献意識が高い反面、事業収益性に関する意識やスキルが高くない可能性がある。 
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③ 相互連携に向けたニーズ 

 相互連携に向けたニーズや実施にあたっての課題については、以下の２つの特徴が明らか

になった。 

 

【相互連携に向けたニーズの特徴】 

特徴項目 概要 類型別の特徴 

A) 情報収集ニー

ズが最多 

（25％） 

 情報収集に関する相互連携ニ

ーズがもっとも高い結果となっ

た。 

 情報収集ニーズは地域任意団

体、ＮＰＯ等での約３割で多く、

企業では１割と少ない。 

B) 回答上位に 

事業収益 

関連項目が 

多い 

（３項目 

合計 41％） 

 相互連携ニーズ上位２位「販路

の開拓」「人材の確保」（約

15％）、４位「資源の調達」（約

13％）であった。 

 上記の３項目の回答割合合計

は、４割以上を占め、事業収益

にかかるニーズが高い傾向が

明らかになった。 

 事業収益関連の上位３項目の

合計は、地域任意団体で約４

割、ＮＰＯで約５割、企業で３割

程度であった。 

 事業収益関連ニーズは地域任

意団体、ＮＰＯにおいてより高

い傾向があらわれた。 

 

 上記の相互連携に向けたニーズの特徴を踏まえ、以下のように整理した。 

 

■相互連携ニーズ 

1. 地域任意団体及びＮＰＯ等においては、事業収益関連への連携ニーズが高い。 

 

④ 相互連携実施にあたっての課題 

 相互連携実施にあたっての課題については、以下の特徴が明らかになった。 

 

■相互連携実施にあたっての課題 

特徴項目 概要 類型別の特徴 

A) 課題は 

「時間と手間」 

 連携に要する時間がかかる

（40％）、手間がかかる（20％）

が主な実施にあたっての課題

となっている。 

 実施にあたっての課題は地域

任意団体とＮＰＯ等で顕著にな

っている。 

 企業へのヒアリングでは「関与

の度合いに見合う事業メリット

が示されない連携は参加しにく

い」との回答があった。 

 

 上記の相互連携実施にあたっての特徴を踏まえ、以下のように整理した。 

 

■相互連携実施にあたっての課題 

1. 地域任意団体及びＮＰＯ等においては、「時間・手間がかかる」ことが連携実施の課題で

ある。 

2. 企業においては、「事業メリットがわからない」ことが連携実施の課題である。 
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⑤ 相互連携の「メリット」「デメリット」の相関性 

 ヒアリング結果をもとに相互連携における相関性を下図のとおり整理した。 

 
 

主なメリット 

 

・情報発信機会の拡充 

・専門人材不足の解消、人材育成 

・商品サービスの開発 質の向上 

・地域への貢献 

 

主なデメリット 

 

・連携にかかるコスト負担 

・合意形成に時間がかかり、迅速な対応が困難 

・地域関係者との利害調整に手間がかかる 

・経済的なつながりがないと、メリットがあいまいで継続が困難 
  

地域
自治組織
・地縁組織

ＮＰＯ等
非営利組織

企業
・営利組織

◎運営ノウハウの習得

◎コスト削減、経営効率の向上

◎非営利事業を支える収入源

・連携にかかる

コスト負担

・地域との利害調整

◎情報発信力の向上

◎既存商品、サービスの質的向上

◎専門人材不足の解消

◎単独ではできなかった商品、サービスの開発

◎情報交換、情報発信連携

◎単独ではできなかった商品、サービスの開発

◎異分野交流による人材育成

◎資源活用商品開発支援による地域貢献

◎情報交換、情報発信

◎単独ではできなかった

商品、サービスの開発

◎異分野交流による人材育成

◎情報発信力の向上

【ＮＰＯ連携の注意】

・ボランティアでは

参画できない

・合意形成の

時間的負担

・対等な関係づくり

【企業連携の注意】
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⑥ 相互連携で「提供できること（リソース）」「提供してほしいこと（ニーズ）」 

地域任意団体が「提供できること」「提供してほしいこと」 

 
 

 

ＮＰＯ等法人が「提供できること」「提供してほしいこと」 

 
  

地域
自治組織
・地縁組織

ＮＰＯ等
非営利組織

企業
・営利組織

できる

【専門人材】

・運営の専門人材

【知見】

・集客ノウハウ

してほしい

【専門人材】

・経営、農業、施設運営の

専門人材

【知見】

・集客ノウハウ

【技術】

・地元食材を生かした

メニュー開発ノウハウ

してほしい

【場・設備】

・空き部屋を事務所に活用

【地域環境】

・自然環境、農村環境（農地）の活用

ＮＰＯ等
非営利組織

地域
自治組織
・地縁組織

企業
・営利組織

できる

【ネットワーク】

・生産者とのつながり

してほしい

【専門人材】

・営業力に長けた専門人材

【知見】

・集客、収益性向上ノウハウ

【運営】
【ネットワーク】

・大企業と連携する仕組み

してほしい

【情報共有】
・地域活動、NPO、地域人材の紹介

【専門人材】
・ノウハウを身に着けた人材提供

【設備】
【知見】
・専門知識、ノウハウなど（セミナー等）

【地域環境】
・田舎らしさを生かした人材育成機会提供
・都市に無い豊富な資源
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企業等が「提供できること」「提供してほしいこと」 

 
 

⑦ 提供できるリソースと提供してほしいニーズの相関性 

 

主な提供可能リソース 

 

・情報ストック資源 

・専門人材資源 

・知見や経営ノウハウの資源 

・場、設備資源 

・地域環境としての資源 

 

主な協力ニーズ 

 

・情報ストック資源 

・専門人材資源 

・知見や経営ノウハウの資源 

・場、設備資源 

・連携意識の醸成 

  

企業
・営利組織

ＮＰＯ等
非営利組織

地域
自治組織
・地縁組織

できる

してほしい してほしい

【情報】

・地域貢献型の仕事に

意欲をもつ人材情報

【ネットワーク】

・出身者ネットワークによる

地域産品の販売促進の仕組み

【連携意識】

・対等でフェアな関係づくり

【情報】

・地域貢献型の仕事に

意欲をもつ人材情報

【ネットワーク】

・中山間地域の人材育成環境に

関心をもつ企業等の紹介

【連携意識】

・対等でフェアな関係づくり

【技術】
【営業】

・自社の販路紹介

【経営】
・自社の事業ノウハウ

【他】
・自社の地元への移住希望者への

地域の支援関係機関、
キーパーソンの紹介

提供可能リソースと 

協力ニーズがほぼ一致 

 好循環連携モデルにより相互補完性

が見込まれる。 

 ただし相互にそのリソースが認識され

ていないことから以下の取組みが求め

られる。 
 

「双方のニーズ・シーズの可視化する機能」 

「潜在的なリソースを発見する 

コーディネーション機能」 
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（２） 統合分析のまとめ 

 

① 調査結果に基づく好循環連携モデルの背景 

■地域サービス（参照：本ページ＊１欄）提供団体の運営方針からみた連携意識 

・ 地域サービスを提供する団体は類型に関わらず、地域課題の解決を目的とする団体が多く、

連携目的を相互共有しやすい。 

・ 地域任意団体等（参照：本ページ＊２欄）には後継人材を組織外で探すケースが多く、後継人

材確保目的での連携ニーズを有している。 

■地域サービスの担い手の人材像 

・ 好循環連携モデルの枠組みで考えると女性、若者（新卒者含む）・シニア、移住者、過去のキ

ャリアなど、人材の多様性を確保できる環境にある。 

・ 担い手人材は基本的なビジネススキルを有している。 

・ 都市側の価値観・ニーズを共有できる感性を有している。 

・ 地元地域に対する愛着や誇りを有している。 

・ 地域貢献意識が高い反面、収益事業企画に関する立案スキルが高くない可能性がある。 

■相互連携ニーズ 

・ 地域任意団体等及びＮＰＯ法人（参照：本ページ＊２欄）等においては、事業収益関連への連

携ニーズが高い。 

■相互連携実施にあたっての課題 

・ 地域任意団体等及びＮＰＯ法人等では「時間・手間がかかる」ことが連携の課題である。 

・ 企業においては、「事業メリットがわからない」ことが連携実施の課題である。 

■提供できるリソースと提供してほしいニーズの相関性 

・ 提供可能リソースと協力ニーズがほぼ一致している。 

・ 好循環連携モデルにより相互補完性が見込まれる。 

 

 上記に基づき、好循環連携モデル実現の成功要因仮説を設定する。 

 

② 調査結果に基づく好循環連携モデル実現の成功要因仮説】 

1. 好循環連携モデルの枠組みで地域の担い手人材が横断的につながり、多様な担い手チーム

の編成を可能にする「場」を創出する。 

2. 好循環連携モデルのテーマは、「連携による地域の稼ぐ力の向上」「連携による人材確保機会

の創出」「交流による人材育成」とする。 

3. 多様な担い手チームが持ち寄る経営資源や特性により地域の稼ぐ力を増強する。 

4. 好循環モデルの各類型を効果的につなぐため、「ニーズ・シーズを可視化する機能」「地域に

好循環モデルの枠組みに基づく新たなチーム編成を行うことのできる目利き機能」を構築す

る。 

 

*１ 本調査における『地域サービス』の定義【再掲】 

 本調査においては、『地域サービス』を以下のとおり定義する。 

 

「地域の公共交通、小売・生活関連サービス、介護、保育などの課題を事業活動的な手法を用いながら

総合的・効率的に提供するサービス事業」 

 

 なお、上記定義は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（まちひとしごと創生本部 2015 年 12 月改訂）の

考え方に基づくものである。 
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＊２ 本調査における好循環連携モデルの構成主体の定義【再掲】 

 地域任意団体等 

 本調査では、自治会、町内会、学区まちづくり協議会、地域振興協議会など、法人形態の有無に関わ

らず、地域コミュニティにおける住民活動組織のこととする。 

 

 中国地域の活動例 

 波多コミュニティ協議会（島根県雲南市） 

 川根地区振興会（広島県安芸高田市） 等 

 

 ＮＰＯ法人等 

 本調査では、地域外の人材やアイデアを含め、各種機会をもたらす市民・住民が立ち上げる特定のテ

ーマを目的とする特定非営利組織のこととする。 

 ワーカーズコレクティブ（＝共同出資した組合員が経営権を所有し，自ら労働に従事して報酬を得る経

営事業体）など、仕事おこしにつながる市民的・住民的な社会的事業もこれに近い。 

 

 中国地域の活動例 

 ＮＰＯ法人学生人材バンク（鳥取県鳥取市）等 

 

 企業等 

 本調査では、地域資源活用や雇用などを通じて地域に密着した事業を通じて、地域社会の課題解決

や地域に「外貨」をもたらし、または、地区の経済循環に資する側面をもつ企業のこととする。 

 

 中国地域の活動例 

 株式会社 瀬戸内ジャムズガーデン（山口県周防大島町） 

 株式会社吉田ふるさと村（島根県雲南市） 等 
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第３章 組織間連携に向けたマッチングの試行 
 

１. 実証調査 

 

 本調査において実施したアンケート調査、ヒアリング調査の分析結果に基づき、実証調査

では「相互連携で収益性を高める地域資源と地域人材のつなぎなおしの仕組み化」をテーマ

とし、その効果を検証するための場である「地域アクティブ化カフェ（仮称）」を実施した。 

 

（１） 実証調査の概要 

 以下の「好循環連携モデル実現の成功要因仮説」の実証を目的として、場の機能である「地

域アクティブ化カフェ（仮称）」の構成を行うこととした。 

 

【好循環連携モデル実現の成功要因仮説に基づく調査構成】 

1. 好循環モデルの枠組みで地域の担い手人材が横断的につながり、多様な担い手チームの編

成を可能にする「場」を創出する。 

→地域任意団体、ＮＰＯ法人等、企業（社会起業家）などが集う場での出会い、意見交換の場を開

設した。 

 

2. 好循環連携モデルのテーマは、「連携による地域の稼ぐ力の向上」「連携による人材確保機会

の創出」「交流による人材育成」とする。 

→「収益事業に取組む意欲をもつが、「稼ぐ力」に課題を有する地域任意団体を対象とする。 

 

3. 各類型で特性に偏りのある担い手人材を、好循環連携モデルの枠組みで横断的につなぎな

おすことで、多様な担い手チームを編成する。 

→地域資源活用ノウハウと豊富な人材ネットワークを有する地域で活動するキーパーソンを地域メ

ンター（伴走者）として委嘱。課題を提示し、現場起点で多様な層によるチーム編成を依頼した。 

 

4. 多様な担い手チームが持ち寄る経営資源や特性により地域の稼ぐ力を増強する。 

→カフェ開催にあたり、各主体の有する経営資源や事例を持ち寄り共有するきっかけづくりの段階

を設定した。 

 

5. 好循環連携モデルの各類型を効果的につなぐため、「ニーズ・シーズを可視化する機能」「地

域に好循環連携モデルの枠組みに基づく新たなチーム編成を行うことのできる目利き機能」を

構築する。 

→地域資源と活動のかかわり方を共有するフェイズを設定した。 

→地域資源活用ノウハウと豊富な人材ネットワークを有する地域で活動するキーパーソンを地域メ

ンター（伴走者）として委嘱。課題を提示し、現場起点で多様な層によるチーム編成を依頼した

（再掲）。 
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（２） 「地域アクティブ化カフェ（仮称）」の設計 

① 「地域アクティブ化カフェ（仮称）」とは 

 多様化している中山間地域の担い手人材が、類型を超えて集まり、意見交換を行うこと

により、新たな地域チームを編成する可能性を高める、好循環連携モデルを動かす、担

い手人材交流による創発の「場」を「地域アクティブ化カフェ（仮称）」と呼称する。 

 

② 開設の目的 

 本調査を進めるなかで、「中山間地域の担い手人材の多様性」が進行する一方、「担い手

人材が出会い、連携をスタートさせる機会がない」ことにより、好循環連携モデルの阻

害要因となっている状況が明らかになった。 

 このため、「多様化する担い手人材が類型を超えて集まり、意見交換を行うことにより、

新たな地域のチーム編成の可能性が拡充する」という好循環連携モデルの成功要因仮説

を検証するため、「地域アクティブ化カフェ（仮称）」を開設することとした。 

 

③ 「地域メンター（伴走者）」の役割 

 中国地域で実践する社会起業家等を「地域メンター（伴走者）」として依頼した。 

 「地域メンター（伴走者）」は、地域サービス運営組織のうち、地域任意団体である協議

会を対象とし、同組織及び活動地域の可能性をもとに、収益性の向上など事業価値の向

上を実現するための好循環連携モデルに参画を求める地域のＮＰＯ法人や企業のプレー

ヤーを選任し、地域をアクティブ化するためのチームを構成した。 

 

④ 「地域メンター（伴走者）」とは 

 地域において、地域づくり活動や地域に密着した課題解決活動や収益事業を通じた地域

貢献をめざす、地域任意団体等、ＮＰＯ法人等、企業等の担い手人材の連携により、好

循環連携モデルを実現させるため、地域づくりのテーマに応じた横断的な人材の組み合

わせを提案、チーム編成を行うとともに、チームメンバーのスキルやネットワークを引

き出しながら、新たな事業の創出に導くとともに、チームメンバーの精神的な面を含め

た相談相手＝伴走者を「地域メンター（伴走者）」と呼称する。 

 地域資源活用による商品サービスの開発を指導する地域プロデューサーや、類型ごとの

個別課題の解決を目的に各団体等に派遣される地域アドバイザーとは、多様な担い手人

材と地域資源活用の可能性や課題解決ニーズとをつなぐことのできるチーム編成を行い、

チームの育成を指導しながら、チームメンバーにとっての相談相手としての機能を果た

しながらチームに伴走する点で異なる。 

 

⑤ 「地域アクティブ化カフェ（仮称）」の進め方 

 チームの構成メンバーが集まるカフェ形式の意見交換、価値交換の場として設定した。 

 ファシリテートは「地域メンター（伴走者）」が行った。 

 意見交換の進展段階は次表のとおり。 
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【進行段階】 

進展段階 内容 

第１フェイズ 
チェックイン。 

お互いの活動を知り共有する。 

第２フェイズ 
地域協議会を対象とし、組織及び活動地域の可能性をもとに、地域のＮＰＯ法

人や企業プレーヤーからみた価値の再評価、発見を行う。 

第３フェイズ 
収益性の向上など事業価値の向上を実現するための取組み、戦略を構想す

る。 

第４フェイズ チーム内で提供できること、ネットワーク活用、資金調達方法などを話し合う。 

第５フェイズ 
プロジェクト方針のまとめ。 

 

 

⑥ 実証調査の検証方法 

 調査対象の属人的な技能の把握ではなく、汎用可能な成功要因の抽出をめざし、各プレ

ーヤーと協議会が対等で公平な関係性で意見交換できる前提として、できるだけ相互の

活動の背景や自組織の活動を共有するようタイムテーブルを工夫した。 

 実施後に実証調査で感じたこと（満足要因・課題要因など）を把握するアンケートを実

施した。 
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２. 実証調査の実施結果 

 

（１） 実証調査の参加者構成 

 

 実施にあたって協力を得た参加団体、参加層の概要及び特徴は以下のとおりである。 

 

① 地域任意団体（地域協議会） 

木田地区振興協議会 島根県浜田市旭町木田 

■地域概況 ◇車での移動時間 

・浜田市中心部から 30分 

・松江市から２時間 30分   

・広島市から１時間 30分 

◇地区人口・世帯（平成 28年 市調べ） 

・220人  高齢化率 49.6％  ・129世帯  

■主な地域資源 ・旧木田小学校（平成 25年度に閉校） 

日本最初期に佐々田家の財・材と住民の寄付により建築された。 

・赤梨（梨園） 

・旭温泉（旅館３軒、公共浴場１軒） 

・佐々田家ゆかりの品（戦前の大地主、実業家、篤志家） 

■活動状況 ■住民の誇りである旧木田小学校の閉校に伴い、その校舎の文化

財的価値を守り、伝えるとともに、地区活動の拠点となること

をめざして平成 25年に協議会発足。 

■専門家の建築史的な価値評価をもとに国（農林水産省）の補助

事業採択により保存事業、活動を開始。 

■行政に頼らない持続可能な活動を進めるため、「稼ぎ部会」「活

用部会」「部会」で検討し、収益事業として、施設内にカフェを

開設・運営するとともに、交流イベントを開催している。 

■地域おこし協力隊員が運営人材として担当してきた。 

 

 
木田暮らしの学校（旧木田小学校） 

■選定した理由 A) 地域任意団体である協議会として地域活動にあたっている。 

B) 担い手構成が元公務員、現役公務員、男性・女性のバランス

が取れている。 

C) 収益事業（稼ぐ）活動を行っているが、収益性（稼ぐ力）が弱

く、課題となっている。 

D) 事業収益性の向上に意欲が高い。 

E) 地域おこし協力隊員の任期が終了し、新たな人材を含めて組

織外との連携に積極的な姿勢がある。 
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② 「地域メンター（伴走者）」 

三浦大紀氏  

株式会社シマネプロモーション代表取締役 島根県浜田市 

特定非営利活動法人てごねっと石見 副理事長 島根県江津市 

■活動経歴 ・男性。30代。島根県浜田市出身。 

・早稲田大学卒業後、国会議員秘書、ＮＧＯスタッフなどを経て、

島根県江津市のビジネスプランコンテストに応募。『課題解決プ

ロデューサー部門』グランプリ受賞。 

・その後同市に移住。ＮＰＯ法人てごねっと石見に参画。 

・地域プロデューサーとして江津駅前商店街の空店舗をリノベー

ションした 52bar の開業など、江津駅前再生に従事。同団体は

平成 26年度地域再生大賞を受賞した。 

・同年シマネプロモーションを起業。浜田市内にコ・ワーキング

スペース「enn」を開業。 

・平成 28年には、島根県内の伝統工芸品や隠れた中山間地域の逸

品を「ギフト」商品としてブラッシュアップした上で紹介する

「ＹＵＴＴＥ」を松江市内に開業。 

・渋谷ヒカリエなど首都圏でのプロモーションを展開。地域の価

値を大都市消費者の感性に届く商品として紹介している。 

・平成 24 年から島根県が首都圏で開講してるソーシャル人材育

成のための連続講座「しまコトアカデミー」のメンターとして、

多くの課題解決人材を育成している。 

■選任理由 A) 30代のＵターン者である 

B) ＮＧＯ，ＮＰＯ経験を踏まえて起業。「地域貢献と事業価値

創造」の両立をめざす社会起業家である 

C) 地域課題解決に関する事業プロデューサーで、未利用資源

や隠れた資源を発見し、事業価値化の実績を有する 

D) 地域貢献意欲の高い首都圏の若者を対象とする指導育成を

行い、成果をあげている 

E) 中国地域をはじめ、全国にソーシャル人材、社会起業家の若

者など多様な人材ネットワークを有している 

三浦 大紀 氏 
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地域外メンバーの属性（「地域メンター（伴走者）」・三浦大紀氏による人材コーディネート） 

■カフェ経営者 ・男性。30 代。コンテンツデザイナー。東京都内と江津市の２

地域居住者。 

・江津市内の山間地域の古民家をリノベーションし、オーガニッ

クパンとマクロビオティック料理を提供するカフェを経営。

山間地域に江津、浜田市内、広島市内からの来客のある人気店

舗となった。全国のソーシャル事例として注目を集めている。 

 

■小規模再生可能 

エネルギー導入 

と社会システムを 

支援する経営者 

・男性。30代。再生可能エネルギーに特化したコンサルタント。 

浜田市出身のＵターン者。 

・全国の中山間地域の持続可能な社会づくりとしての小規模な

再生可能エネルギー導入の視点から、地域資源と地域社会を

見直す視点を有する。 

 

■コミュニティ・ 

デザイナー 

・女性。30 代。益田市出身のＵターン者。フリーランスのコミ

ュニティ・デザイナー。 

・西宮市の廃校活用によるコミュニティの仕組みづくりに関す

る事業をサポートするなど本実証調査のテーマに詳しい。 

 

■経営コンサルタント

（元信用金庫勤務） 

・男性。30代。浜田市在住。 

・金融機関勤務時代に多数の新規開業支援を担当。独立後はコン

サルタントとして、地元企業の財務改善などを手掛ける。 

 

 
（２） 実施状況 

 

 開催日時 

平成29年２月７日（火）17：30～21：30 

 開催場所 

島根県浜田市旭町木田488番地 木田暮らしの学校（旧木田小学校）内カフェ 

 タイムテーブル 

時間 プログラム 

17:30 木田小学校見学・活動概要説明 

18:30 趣旨説明 

18:40 実証調査のねらいと進め方 

18:50 チェックイン。自己紹介 

19:00 木田地区振興協議会の活動を対象とし、資源活用、事業可能性について意見交換。 

20:30 活動の成果目標の検証と今後の展望 

21:10 今日のまとめ 

21:30 検証アンケート記入後終了 
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【意見交換要録】 

 

① 活動説明を踏まえての「地域メンター（伴走者）」からの論点提示 

■「地域メンター（伴走者）」 

・文化価値の高さは全員共感できたが、カフェ事業は価値化できていない。 

・価値ある木造校舎にふさわしい顧客ターゲット想定する人材が必要。 

 
② 活動の可能性と活用目的の検証 

■協議会 

・校舎保全が最大の目的。持続可能な運営にするため、財源を求め、収益事業を展開した。 

・カフェは協議会メンバーが交代で運営。 

■外部メンバー 

・今日は基本的な考え方についてしっかり共有したい。 

・地域課題解決の取組みのなかで、「この取組みが重要」と言い切れる理由が重要。 

 

③ 旧小学校校舎への住民の誇りを活かす 

■「地域メンター（伴走者）」 

・企業のＣＩ、ＶＩは社員や商品を愛する消費者が誇りを共有する意味をもつ。 

■協議会 

・木田地区では旧小学校が住民の心のよりどころになっている。閉校イベントも余剰金が出

るほどの多額の住民寄付が集まった。その思いを今後につなげていくことが大切。 

■外部メンバー 

・融資を考えるときに一番大切にしていたのは事業者の思いと情熱。それだけでは経営にな

らないが、これがないと「他と違う自社の強み」を考え、つくる力がでない。 

 

④ 人が集まる（主体者が集まる／利用者が集まる）事業の秘訣 

■外部メンバー 

・東京でマルシェを６年前から定期開催している。場所が郊外であり、都心でやっている大

型マルシェと同じ趣旨では集客できない。何を大切にしたいのか利用者目線で徹底的に掘

り下げるしかない。万人受けでなく、少ない層でも「これが大好き」という人をつくる。 

・この校舎を卒業していない世代がやがて大人になる。その世代をいかに巻き込むかを考え

ておかないと、長く維持する意欲が低下していく。 

 

⑤ 事業の価値構築のために ～コミュニティ内循環、互恵の仕組みづくり 

■「地域メンター（伴走者）」 

・誇りを利用者に伝え、提供する上でなにが価値になり得るかを考えよう。 

■外部メンバー 

・少額でも事業収益を地域で積み立てるコミュニティ基金制度をつくると地域の未来のため

の共有財産ができていく。 

・地域の困りごとを資源化し、入居者が資源の価値化に取組むと家賃を割引く仕組みにした。

互恵の関係ができると、「資源や利益が循環」し、人が集まりやすい。 

 

⑥ 地域を元気にする事業であるために 

■「地域メンター（伴走者）」 

・「どのような状態になるとこの地域が幸せになるのか」という根本を考えてみたい。 

・「儲かるカフェにしたい」などの手法論では「地域文化の価値を守り伝えたい」という目的

を達成する事業が見えてこない。 
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■協議会 

・自分たちの生きた証をだれもが継承でき、認められることが幸せではないか。 

・木田は移住者が溶け込みやすい。神楽社中の半分が移住者だが、他地区ではありえない。 

 

⑦ 利用者や協力者を巻き込む力をつくるには 

■「地域メンター（伴走者）」 

・徳島県上勝町の彩り事業の成功要因のひとつに「出荷してもいいよ」という自発的に参加

できる、「巻き込みの仕掛け」がある。木田小活用にもそうした仕掛けが必要ではないか？ 

・コミュニティビジネスでは、関わる人の役割づくりが重要。そこがみえないと関わりたく

ても関わりようがない。 

■協議会 

・住民宅のお雛様を学校に持ち寄りみんなで飾ることやフリマ開催などを発案したが、「参加

したい」「おもしろそう」という雰囲気が起こらない。 

■外部メンバー 

・メンバーでなくても、協議会を支援、応援する人を増やすことが重要。中間領域をつくる。 

・「なぜこのイベントか？」を徹底的に堀下げる。その思考が周りに「おもしろそう」という

共感をつくり、巻き込み力が生まれる。 

・校内に卒業生一人ひとりの顔が見え、人生のある時期をこの学校で過ごした人の物語が知

りたい。それは巻き込み力に通じるのではないか。 

・金融機関的な視点では、現在の事業は「推進できない案件」だが、地域が外部メンバーを

巻き込み、多様なリソースを集める器にできたら、事業の軸が見えてくるのではないか。 

 

⑧ まとめ 

■「地域メンター（伴走者）」 

・事業家は、起業前に「事業目的を考え、メンバーで共有し、納得するまで掘り下げる」と

いう作業を徹底的に行う。これがないと、迷ったときに場当たり的に事業が迷走する。 

・まだ事業目的の堀り下げが十分ではないと思う。事業は一度はじめたら簡単にやめること

はできない。だからこそ、みんなでこの部分をしっかり詰めておきたい。この過程の大切

さを共有してほしい。 

・今日だけで終わらず、継続して考えていきたいというのが外部メンバーの思いだ。 

■協議会 

・考えたことのなかった大切な視点がたくさん聞け、すばらしい機会だった。ぜひとも継続

して一緒に考えてほしい。 
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（３） 実証調査結果の概要 

① アンケート結果 

 
＜アンケート調査概要＞ 

実施時期 平成 29年２月７日 

調査協力 

団体名 

【地域】木田地区振興協議会 

【ＮＰＯ】ＮＰＯてごねっと石見 

【企業】㈱シマネプロモーション/コミュニテ

ィエナジー㈱/studio-L/蔵庭 

回答数 ８件 

 
回答者属性 
＜年代＞ 

 
＜性別＞ 

 
＜職業＞ 

 
 
 参加者構成は、各調査結果の類型別の属

性を踏まえた設定した。 

 
Ｑ．島根県内での地域活動や事業開始からの年数 

 

Ｑ．現在の活動での役割 

 
 
Ｑ．活動に取組む上で、相談したり補完したりしても

らえるパートナーの有無 

 
上記で「いる」と答えた回答者が、パートナーの

存在をどのように感じているか。 

◎ 活動のための広い視野やアイデアをもらえ

る相手 

◎ 常に相談できる同性 

◎ 課題解決に向けて相談できる非常に大きな

存在 

◎ いろいろな事が相談できる 

◎ 他分野から助言を頂ける 

◎ 精神的なサポートをして頂ける 

◎ 事業や活動についてすべて正直に話すこと

ができる 

◎ 人と人とのつながりが様々なものをうみだ

すと思っているため、パートナーは必要不

可欠な存在 

 
 事業実施のパートナーがいるとの回答が

７割となった。 

 パートナーは「事業アドバイス」「相談相

手」が多く、事業価値をともに考える存在

であるとともに精神面を含む相談相手と

してとらえていることがわかる。 

  

30代

50%
40代

10%

50代

40%

男性

70%

女性

30%

NGO職員

10%
会社員

20%
団体職員

10%

会社員／

NPO職員

10%

市職員

30%

studio-L/

フリーランス

10%

金融公員

10%

1年未満

0% 1年～3年

未満

30%

3～5年未

満

40%

5年～10年

未満

20%

10～20

年未満

0%

20年以上

10%

地域プロ

デューサーと

しての事業

企画

10%

協議会メン

バー

20%

自治会役

員、神楽社

中代表、国

庫事業団体

代表

10%

経営者（自

然エネルギー

事業のコンサ

ルティング）

10%

事務

局長

10%団体メン

バー

10%

個人事業

主

10%

ウェブサイト

制作・コンテ

ンツ制作・カ

フェ運営

10%

経営者

10%

いる

80%

いない

20%
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Ｑ．浜田市や周辺地域の地域活動や地域資源を活かし

た企業等の活動への関心 

 
回答者が関心を持っている事がら（複数回答） 

※（ ）内は回答者数 

◎ リーダーの考え方（5）  

◎ 組織のマネジマントや運営・経営に関する

こと（5）  

◎ 地域環境や地域資源の保全に関すること

（1） 

◎ 地域資源を活かして地域社会の課題を解

決する方策に関すること（5） 

◎ 地域資源を活かした商品、サービスの開

発など事業の収益性（稼ぐ力）に関するこ

と（7） 

◎ 販路の拡大など営業・マーケティングに関

すること（4） 

◎ 後継者や担い手人材の確保、育成に関

すること（5） 

◎ さまざまな世代や性別、立場、所属する

機関等を超えて地域連携できる仕組みづ

くり（6） 

◎ WEBの効果的な活用に関すること（4） 

 
 他の団体の活動に関心をもっているとの

回答は 100％であった。 

 その関心領域は「地域資源活用事業」がも

っとも多く、次いで「多様性を確保できる

地域連携の仕組み」となった。 

 
Ｑ．本日の会議に参加した感想 

 

 

◎ 今後必要になる議論だと思う 

◎ 足元をみつめなおす。原点にかえることを

再度認識できた 

◎ 皆の真剣さが伝わって来た 

◎ 協議会に関わる方の考えや地域の反応

を聞けた 

◎ 協議会の活動を見切り発車していたこと

を理解。メンバー全員が同じ方向を見て

進めるよう、仕切り直しをしたい 

◎ ちがう視点からの意見をきくことができた 

◎ スタート地点の確認となったが、それで良

いと思えた 

◎ 地元民のみの会合ではそもそも論を話し

合うことができないので、非常に有意義な

会合になった 

◎ 様々な視点より、色々な議論が出来、大

変勉強になった 

 

 参加満足度はほぼ 100%であった。 

 その理由は、異なる領域からの意見交換

の意義をあげる回答が多かった。 

 

 以下、５段階評価で参加者の評価を確認

した。 

 
≪5段階評価 凡例≫ 

 ◇５：思う 

 ◇４：まあ思う 

 ◇３：どちらでもない 

 ◇２：あまり思わない 

◇１：思わない 

 
Ｑ．他団体の活動を知ることができたか 

 
 
 互いの活動を知る機会になったという回

答は高評価（４-５）が４割であった。 

 １回開催の時間内で、協議会紹介に約１

時間を割いた一方、外部メンバーの活動

を知る時間がほとんど確保できなかった

ことから、協議会メンバーと外部メンバ

ーの評価が２分された。 

  

①関心が

ある

70%

②どちらか

といえば関

心がある

30%

よかった

70%

まあよかっ

た

20%

無回答

10%

1

10%

2

20%

3

30%
4

10%

5

30%

無回答

0%
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Ｑ．団体を超えて多様な立場から意見交換ができたか 

 
 
 高評価（４～５）が８割を占めた。 

 
Ｑ．地域団体と企業の連携の可能性が見えたか 

 
 

 標準評価（３）が８割を占めた。 

 今回は基本的な考え方の検証と共有に時

間をかけたことから、継続して検討した

いという回答が多かった。 

 
Ｑ．地域課題解決にメンターの役割の重要性を

感じたか 

 
 
 高評価が７割を占めた。 

Ｑ．地域・ＮＰＯ・企業をつなぐ仕組みへの期待感が

生まれたか 

 
 
 標準評価（３）が最多で５割、高評価（４

～５）は２割となった。 

 低評価（１～２）の理由は、今回、連携の

仕組みづくりの論点まで進まなかったこ

とが要因であり、仕組みへのネガティブ

な評価ではなかった。 

 
Ｑ．行政に依存しない自治のあり方を考え直す機会に

なったか 

 
 
 標準評価が最も多く５割。高評価が３割。

低評価が２割であった。 

  

1

10%

2

10%
3

0%
4

30%

5

50%

無回答

0%

1

0%
2

10%

3

80%

4

0%

5

10%

無回答

0%

1

10% 2

10% 3

0%

4

30%

5

40%

無回答

10%

1

0%2

20%

3

50%

4

0%

5

20%

無回答

10%

1

10% 2

10%

3

50%

4

20%

5

10%

無回答

0%
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Ｑ．会議への参加を通じて、浜田市や周辺地域の地域

活動や地域資源を活かした企業等の活動への関心は

高まったか 

 
上記で「とても高まった」「どちらかといえば高

まった」と回答した参加者の関心度が高いもの

（複数回答） 

※（ ）内は回答者数 

◎ リーダーの考え方（3）  

◎ 組織のマネジマントや運営・経営に関する

こと（9）  

◎ 地域環境や地域資源の保全に関すること

（1） 

◎ 地域資源を活かして地域社会の課題を解

決する方策に関すること（1） 

◎ 地域資源を活かした商品、サービスの開

発など事業の収益性（稼ぐ力）に関するこ

と（1） 

◎ 販路の拡大など営業・マーケティングに関

すること（0） 

◎ 後継者や担い手人材の確保、育成に関

すること（0） 

◎ さまざまな世代や性別、立場、所属する

機関等を超えて地域連携できる仕組みづ

くり（2） 

◎ WEBの効果的な活用に関すること（0） 

◎ そのほか 

◎ 地域の人々の新しい人や取組みへの巻

き込み方（1） 

 
 参加により関心が高まったとの回答が８

割であった。 

 関心が高まった項目は、「組織のマネジメ

ント、経営」に関することに集中した。 

今回の実証調査に関する意見・感想 

◎ 継続が必要だと思う。 

◎ 何をしたいのか、何をやったらいいの

か、何を続けるのか…不安になることが

次々と出てきた中で、相談できる方々と

会えたことが一番うれしく思う。 

◎ 費用がかかっても、定期的な開催をお願

いしたい。 

◎ 非常に感謝している。それぞれの専門

家の方の話はうなずくことばかり。継続し

た取組みに期待します。 

◎ 事業を手がける主体だけの意見交換を

してみたい。 

◎ 落ち着いて正直に会話ができたと思う。 

◎ また参加したい。 

◎ 一つの事を成すうえでやるべき事の重

要性や、先回りする事で生まれるムダな

どが良くわかった。 

 
 開催意義を評価する回答が多く、好循環

連携モデルの仕組みづくりに向けては共

感する意見がほとんどであった。 

 地域メンター（伴走者）の「全員で考え、

チームづくり」に重点をおいた進行に配

慮いただいたことで、終了時には一体感

が芽生え、会議後も意見交換が続いた。 

 チームで引き続き考え、事業化に進みた

いという意識も高まったようで、全員が

引き続きの開催を希望する結果となった。 

 

とても高

まった

40%

どちからとい

えば高まっ

た

40%

あまり変わ

らない

20%
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（４） 実証調査で明らかになった検証項目 

① 好循環連携モデル実現の成功要因仮説に基づく調査構成 

 

1) 好循環連携モデルの枠組みで地域の担い手人材が横断的につながり、多様な担い手チー

ムの編成を可能にする「場」を創出する。 

 地域任意団体メンバーのアンケート設問「実証調査への意見」では、外部メンバーの知見やネ

ットワークに高い評価が集まり、人材が集まる場として高い評価が得られた。 

 

2) 好循環連携モデルのテーマは、「連携による地域の稼ぐ力の向上」「連携による人材確保

機会の創出」「交流による人材育成」とする。 

 アンケート設問「実施前に比べて地域内の他団体について関心が高まったこと」として、『組織

のマネジマントや運営・経営に関すること』との回答が１０人中９人であり、「連携による地域の

稼ぐ力」と本手法の親和性が裏付けられた。 

 

3) 多様な担い手チームが持ち寄る経営資源や特性により地域の稼ぐ力を増強する。 

 今回開催に関する参加者満足は高かったが、１回でプロジェクト検討までは到達せず、本項目

についての成果を検証するだけの事象は把握できなかった。 

 実証調査からは、「本音で話し合う仲間づくり」に時間をかける重要性が明らかになった。 

 これを踏まえると地域の稼ぐ力を検討するには、最低でも３回、できればそれ以上回数に及ぶ

継続開催が必要と考える。 

 

4) 好循環連携モデルの各類型を効果的につなぐため、「ニーズ・シーズを可視化する機能」

「地域に好循環連携モデルの枠組みに基づくチーム編成を行うことのできる目利き機能」

を構築する。 

 本実証調査では、相互理解を共有することに時間を要したが、それでも「情報共有時間が不足

していた」とのアンケ―ト回答が多数を占めた。したがって、事前の相互理解を深めるうえで、

ニーズ・シーズを可視化する機能として、地域資源データベースが有効と考えられる。 

 アンケート設問「地域メンター（伴走者）の重要性を感じたか」では１０人中７人が高評価だっ

た。 

 目利き力のある「地域メンター（伴走者）」により、課題設定とその解決に資するメンバーの人

選を依頼したことによる満足度が高まった。「地域メンター（伴走者）」に求められる力量を以下

の４点に整理することができる。 

・課題設定と成長可能性を見つける構想力 

・多様な人材とのネットワークを有する連携力 

・課題に応じたチーム編成を行う目利き力 

・目的を共有するチームメンバーが集まり、目的の共有に導く巻き込み力 
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第４章 地域の課題解決力を高める好循環連携モデルの提示 
 

１. 重要成功要因に基づく好循環連携モデルの提言 

 

（１） 基本となる考え方 

 中山間地域における地域任意団体等、ＮＰＯ法人等、企業等（参照：本ページ＊１欄参照）る仕

組みをめざすものである 

 一方、国・地方ともに厳しい財政運営が続く中、地域社会が現在の生活機能を維持し、存

続し続ける上で、もっとも基礎的で重要な要件は、自主財源の確保、すなわち「地域の稼ぐ

力」の向上である。 

 

＊１ 本調査における好循環連携モデルの構成主体の定義 
 

 地域任意団体等 

 本調査では、自治会、町内会、学区まちづくり協議会、地域振興協議会など、法人形態の有無に関わ

らず、地域コミュニティにおける住民活動組織のこととする。 

 

 中国地域の活動例 

 波多コミュニティ協議会（島根県雲南市） 

 川根地区振興会（広島県安芸高田市） 等 

 

 ＮＰＯ法人等 

 本調査では、地域外の人材やアイデアを含め、各種機会をもたらす市民・住民が立ち上げる特定のテ

ーマを目的とする特定非営利組織のこととする。 

 ワーカーズコレクティブ（＝共同出資した組合員が経営権を所有し，自ら労働に従事して報酬を得る経

営事業体）など、仕事おこしにつながる市民的・住民的な社会的事業もこれに近い。 

 

 中国地域の活動例 

 ＮＰＯ法人学生人材バンク（鳥取県鳥取市）等 

 

 企業等 

 本調査では、地域資源活用や雇用などを通じて地域に密着した事業を通じて、地域社会の課題解決

や地域に「外貨」をもたらし、または、地区の経済循環に資する側面をもつ企業のこととする。 

 

 中国地域の活動例 

 株式会社 瀬戸内ジャムズガーデン（山口県周防大島町） 

 株式会社吉田ふるさと村（島根県雲南市） 等 
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（２） 調査結果からみた重要成功要因の整理 

 本調査では、以下のような中山間地域における好循環連携モデルの背景にある現状と課題

を把握するとともに、好循環連携モデルを実現するための重要要因についての考察を行った。 

 

① 人材の多様化を地域振興につなげる「好循環連携モデルを創出する場」が存在しない 

 中山間地域の人材の世代、性別、キャリアなどの属性は類型により偏りが存在している
（本調査「第２章５．本調査の結果に基づく統語的考察①中山間地域における地域サービスの担い

手人材像」）。 

 しかし、地域を好循環連携モデルの枠組みでとらえなおすと、全体では担い手人材の多

様性が進み、地域社会において人材の多様化が進行していることが明らかになった（本調
査「第２章５．本調査の結果に基づく統語的考察①中山間地域における地域サービス（参照：本ぺ

―ジ＊１欄）の担い手人材像」）。 

 さらに、大都市出身者を含め、都市でのビジネススキルや事業モデルを確立し、豊富な

経験と人脈を有する人材が、ローカルベンチャーやローカルビジネスの一員として活動

することを志向するケースが増加している（参照：「ぼくらは地方で幸せを見つける～ソトコト

流地方再生論」（指出一正著・ポプラ新書発行））。これを裏付けるように、本調査でも移住人

材が担い手の 7 割を占める結果となったほか、実証調査メンバーでも東京と島根県江津

市の二拠点居住によるローカルビジネスを起業しているケースがあった。（参照：本調査

「第３章１．実証調査の実施（１）実証調査の概要）。 

 このように、中山間地域のプレーヤーは「定住者」だけによるものであった時代から、

「定住住民」「移住住民」「関係住民（居住しないが仕事やコミュニティとの関係をもっ

ている人）」の溶け込みによって進められる時代に入っているといえる。（参照：「ぼくらは

地方で幸せを見つける～ソトコト流地方再生論」（指出一正著・ポプラ新書発行））。 

 このように、人材の多様化が進行しつつある中山間地域であるが、現状にあっては、こ

うした新たに加わる人材と以前からの地域振興のステークホルダーが出会う機会が少な

い。このため、それぞれ異なる優位力をもつリソースを有しているにも関わらず、出会

いやマッチングの仕組みが機能していない。 

 以上のように「好循環連携モデルを創出する場」がないことを要因として、中山間地域

において担い手人材の多様化に伴う潜在的な人的リソースのポテンシャルが拡充してい

るにも関わらず、実際の地域振興につながっているケースが少ない状況にある。 

 

*１ 本調査における『地域サービス』の定義 

 本調査においては、『地域サービス』を以下のとおり定義する。 

 

「地域の公共交通、小売・生活関連サービス、介護、保育などの課題を事業活動的な手法を用いながら

総合的・効率的に提供するサービス事業」 

 

 なお、上記定義は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（まちひとしごと創生本部 2015 年 12 月改訂）の

考え方に基づくものである。 
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② 好循環連携モデルへのニーズが高い課題領域 

 本調査の団体ヒアリングにおいては、地域任意団体等などでは、事業を自律的かつ持続

的に展開する上での自主財源を確保の重要性に対する認識を有する団体は多く、収益事

業への関心も高いケースが多くあった。しかし、そうした認識を有する団体にあっても、

具体的に事業収益を高めるための取組みを進める上での人材、スキルやノウハウ、経験、

資金などが不足しており、未解決のままになっているケースが多くあった。 

 こうした状態を背景に、本調査のアンケート調査においても、地域任意団体等、ＮＰＯ

法人等における他の類型主体との連携ニーズが高い課題領域は、「地域の稼ぐ力」に関す

るものであった。 

 このような「稼ぐ力」を高めるための他類型との連携ニーズが高まっているものの、実

際に連携が行われているケースは少数であり、需給ギャップが生じている状況が明らか

になった。 

 その要因は、実証調査でも検証されたように、中山間地域での連携活動を進めるには、

「顔の見える関係」が基本であり、具体的な連携には、さらに一歩進んだ「胸襟を開い

て語り合える仲間」になることが求められることにあり、形式的な需給マッチングでは

連携を実現することは困難な状況にある。 

 

③ 好循環連携モデル実現のための重要成功要因 

 上記の現状認識を踏まえると、中山間地域の自律的で持続的な地域振興を進める上で、

重要成功要因は、以下の項目に集約することができる。 

 

1. 好循環連携モデルの各主体が出会い、対等で公平な関係を結び、「語り合える仲間」にな

る地域の担い手意識を共有できる「場」の創出 

2. 好循環連携モデルに基づく多様な担い手人材による「地域の稼ぐ力」を高める横断的な

チームの編成 

3. 連携の阻害要因である連携コストを解決する仕組みと利害調整機関の役割 
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（３） 重要成功要因に基づく好循環連携モデルの基本機能と取組みの柱 

 前項の重要成功要因を具体化するための基本機能を整理した。 

 

① 好循環連携モデルによる地域振興を進める基本機能 

A) 場の機能 

地域を再起動させる好循環連携モデルの構成人材がつながる「地域アクティブ化カフェ（仮称）」

の開設。 

B) 伴走者機能 

好循環連携モデルに基づく多様なを担い手人材を活かして新たなチームを編成し、チームに伴

走する「地域メンター（伴走者）認定・ネットワーク化」の構築。 

C) 事業化支援機能 

好循環連携モデルを構成する担い手による「プロジェクトチーム」の「好循環連携モデルプロジェ

クト事業計画」に基づき、既存制度の活用、専門サポート等により、プロジェクトのスタートアップ支

援を行う「ソーシャル・ラボ」の創設。 

D) 学び・交流・育成機能 

地域メンター（伴走者）のネットワークと中国地域各地のソーシャル講座を活用し、好循環連携モ

デルを構成する次世代人材を育てる「ネットワーク型ソーシャル・カレッジ」の設立。 

E) 調整機能 

好循環連携モデルを機能させる事務局「好循環連携モデル創出チーム（仮称）」の設立。 

 

■中山間地域における好循環連携モデルの成功要因と推進のための５つの機能 
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② 好循環連携モデル推進の５つの機能を具体化する取組み 

 

 好循環連携モデル推進の５つの機能を具体化する取組みの概要は、以下のとおり。 

 

 
 

  



 

 88 

（４） 中山間地域における好循環連携モデルの全体像 

 好循環連携モデルの基本機能に関与するの主な構成員は以下のとおりである。 

 

【中山間地域における好循環連携モデルを機能させる主な構成員】 

・地域任意団体 ・ＮＰＯ法人等 ・企業等 ・地域メンター（伴走者） 

・好循環連携モデル連携運営チーム（運営事務局） 

 

 また、好循環連携モデルの基本機能と各主体の相関性は以下のとおりである。また、この

相関性を図化した資料を次ページに掲載する。 

 

① 好循環連携モデルは、交流と連携創発の場「地域アクティブ化カフェ（仮称）」に地域任意団

体、ＮＰＯ法人等、企業等の担い手人材が集まることが中心的な機能となる。 

② 「地域アクティブ化カフェ（仮称）」は、「地域の稼ぐ力」の向上などのニーズを有する地域任意

団体からの「好循環連携モデル運営チーム」への要請により開催する。 

③ 「好循環連携モデル運営チーム」は、地域任意団体からの開催要請テーマに基づき、適任と

認められる「地域メンター（伴走者）」に案件依頼を行う。 

④ 「地域メンター（伴走者）」は、「好循環連携モデル運営チーム」により規定に基づく認定を受け

て活動する。 

⑤ 「地域メンター（伴走者）」は、地域任意団体からの開催要請テーマを踏まえ、好循環連携モデ

ルの各主体から、適任の担い手人材を人選し、チーム編成を行う。 

⑥ 呼びかけに応えるかたちで好循環連携モデルの人選メンバーが「地域アクティブ化カフェ（仮

称）」に集まる。 

⑦ 「地域アクティブ化カフェ（仮称）」では、「地域メンター（伴走者）」が招集したメンバーが、出会

い、相互理解を行いながら、チームづくりを進める。 

⑧ チームは「地域メンター（伴走者）」の指導を受けながら、共有する地域資源を生かし、稼ぐ力

の向上に向けての具体的な連携方策の検討を進める。 

⑨ 「地域アクティブ化カフェ（仮称）」では、「好循環連携モデルプロジェクト事業計画」を作成し、実

施意欲が高い事案については、「プロジェクトチーム」として、「好循環連携モデル運営チーム」

が招集する専門家による支援を受けることのできる「ソーシャル・ラボ」開催を要請できる。 

⑩ 「ソーシャル・ラボ」では、起業支援や融資制度についての専門的助言を行うとともに、既存助

成制度の活用に向けた支援を提供し、実施を促進する。 

⑪ 好循環連携モデルの推進役「地域メンター（伴走者）」のネットワーク化を進めることで、成功モ

デルや知見、個々の保有するネットワークの共有を進め、成長しあう仕組みづくりとする。 

⑫ 「地域メンター（伴走者）」と中国地域各地の講座とのネットワーク化を進め、次世代人材育成

のための「ネットワーク型ソーシャル・カレッジ」を開講する。 
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【好循環連携モデルの基本機能と各主体の相関図】 
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（５） 好循環連携モデルの基本機能の概要 

 

 好循環連携モデルの基本機能を構成する活動は以下のとおりである。 

 

基本機能に基づく活動 概要 

① 「地域アクティブ化 

カフェ（仮称）」 

 地域任意団体等、ＮＰＯ法人等、企業等の多様な担い手人

材が集まり、地域資源活用と課題解決について語り合い、

ともにプロジェクトに取組む新たなチームの編成をめざ

し、情報と価値観、スキルの交流の「場」として機能する。 

 １案件の基本パッケージは、「①チーム形成・課題共有の

段階」「②資源活用方策検討の段階」「③事業化検討の段階」

とし、最低３回以上開催する。 

② 「地域メンター認定 

・ネットワーク」 

 中国地域の中山間地域の好循環連携モデルの柱となる、地

域の多様な担い手と地域資源活用の可能性を結び直し、地

域の稼ぐ力を高めるチーム編成とファシリテートを行う

「地域メンター（伴走者）」を登録する。 

 「地域メンター（伴走者）」には、中国地域においてローカ

ルプロジェクトや社会起業家を認定する。 

 「地域メンター（伴走者）」の保有する考え方、知恵、手法

などを共有資産化し、つながりを拡張するネットワークを

開設する。 

③ 「ネットワーク型 

ソーシャル・カレッジ」 

 地域メンター（伴走者）が講師となり、好循環連携モデル

により、多様な人材を既存の枠組みを超えて抜擢し、稼ぐ

力の向上に取組むための中山間地域振興の次世代人材の

育成と交流機会となる講座を開設する。 

 中国地域の既存のソーシャル系講座との連携により、効率

的で効果的な展開を行う。 

 収益事業として展開し、受講料やスポンサー企業のサポー

トを受け、活動資金とする。 

④ 「ソーシャル・ラボ」  「地域アクティブ化カフェ（仮称）」での事業プランをも

とに、「好循環連携モデル運営チーム」の事業評価後に採

択されたプロジェクトについて、事業実施活動、資金調達

などを産学官金の専門人材がサポートする。 

 インキュベートの機会として「事業開始前」「事業開始後」

の２回程度実施する。 
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■好循環連携モデル運営チーム 

 

 好循環連携モデル基本機能を設計・調整する好循環連携モデル運営チームの概要は以下の

とおりである。 

 

【「好循環連携モデル運営チーム」の概要】 

「好循環連携モデル運営

チーム」（事務局機能） 

 重要要因を反映した仕組みを設計・運用する専門人材による

「好循環連携モデル運営チーム」を開設する。 

■役割  「好循環連携モデル」の仕組みを運用する役割 

・「地域メンター（伴走者）」の認定とネットワーク化 

・オープンリソース型データベース管理運用 

・「地域アクティブ化カフェ（仮称）」の企画開催 

・「ソーシャル・ラボ」開催による事業化支援 

・そのほか事業全体に関する事務局機能 

 既存中間支援組織の協力・連携により事務局機能、調整機能

を有する。 

■特徴  既存の中間支援機関は、地域任意団体等・ＮＰＯ法人等を主

な対象とする「市民活動支援系機関」と企業等を主な対象とす

る「企業・産業支援系機関」とに分かれ、それぞれ包括的な支

援を行っている。 

 これに対して、「好循環連携モデル運営チーム」は、地域サー

ビスを提供する３類型の「連携とそれによる地域の稼ぐ力の向

上」という特定目的に絞り、必要な活動と専門家により構成す

ることで、中国地域において現在実施されていない３類型の相

互連携を具体化するきめ細かく、自由度の高い支援を行う点

に特徴を有する。 

■構成  大学等研究機関（研究者） 

 中間支援機関（マネージャー） 

 金融機関（ソーシャル・ビジネス担当） 

 社会起業家 

 中山間地域の自治体関係者 
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① 「地域アクティブ化カフェ（仮称）」の開催 

 好循環連携モデルを支える、多様な地域担い手人材が集まり、異なる経営資源、スキル、

ネットワークなどを交換し、それぞれが主体的につながり、好循環連携モデルプロジェクト

に向けた新しいチーム編成を行うことのできる機会を開催する 

 

 

 

 

 

 

【主な対象課題領域（テーマ）】 

 地域資源活用による事業の構想に関すること 

 現在実施している事業の収益性の向上に関すること 

 好循環連携モデルによる新事業の創出に関すること 

 次世代育成や後継人材の確保に関すること 

 組織マネジメントや運営、経営に関する改善に関すること 

 

【「地域アクティブ化カフェ（仮称）」が果たす「場」の意義】 

 好循環連携モデルの３主体（地域任意団体、ＮＰＯ法人等、企業等）が対等で公正な仲

間としての関係性をつくるチーム形成の場（仮称）」が事業化に適したメンバーを揃

え、新たにつながる場 

 

【「地域アクティブ化カフェ（仮称）」の基本形態】 

 開催基本単位は最低３回以上とする。 

第１回 チーム形成と活動課題、テーマの共有 

第２回 資源活用方策の検討 

第３回 プロジェクトの事業計画の骨格作成 

 

【場のデザインへの配慮】 

 開催会場の選定 

ソーシャル・デザイン（どのような社会を築いていくかを考え、構想すること。その計画や手法。）

の現場となっている、「コ・ワーキングスペース（＝様々な業種、世代が集まり、仕事をしたり、ノウハ

ウやアイデアを共有し、協働する場所。仕切りがなく、イベントを開催したり、参加者同士の交流な

どのコミュニケーションに重点を置いているのが特徴）」「地域の実践活動現場」「カフェ」などを開催

会場とすることで、自由度の高い発想が生まれやすい環境を設定する。 

 ビジュアルコンセプト 

カフェの名称、アイコンなど、若い担い手人材の共感を集めるデザインを行う。 

  

「地域アクティブ化カフェ（仮称）」とは 

多様化している中山間地域の担い手人材が、属しているセクターの類型を超えて集まり、意見

交換を行うことにより、新たな地域チームを編成する可能性を高め、好循環連携モデルを動かし、

担い手人材の交流を促す「場」を「地域アクティブ化カフェ（仮称）」と呼称する。 



 

 93 

【「地域アクティブ化カフェ（仮称）」の実施手順 例】 

 

１）開催前調整・準備 

-１．メンバー調整 

・「好循環連携モデル運営チーム（事務局）」 

 地域任意団体の開催要請をもとに、対象団体のニーズや状況、地域の特性などをもとに、

「地域メンター（伴走者）」認定者の中から選任、依頼。 

・「地域メンター（伴走者）」 

 「好循環連携モデル運営チーム（事務局）」からの依頼を受け、テーマに基づき、地域任意

団体等とＮＰＯ法人等、企業等、そのほかの専門家などの好循環連携モデルを進める「地域

プロジェクト検討チーム」の編成を行うとともに、ファシリテート（＝会議やミーティング

など複数の人が集う場における進行役。中立な立場で参加者の意識や状況を見ながら、プロ

グラムを進行し、問題の解決や合意の形成に導く）役を担う。 

・地域任意団体等 

 課題解決ニーズを有し、開催依頼者としての位置づけとなる。 

・外部メンバー 

 「地域メンター（伴走者）」の要請を受け、地域資源を活かした好循環連携モデルチームの

メンバーとなることを承諾し、参加する。 

 

-２．メンバーシートへの記入 

・「地域メンター（伴走者）」、地域任意団体等、外部メンバー 

 参加メンバーは、「地域アクティブ化カフェ（カフェ）」参加に向け、自団体を紹介するメ

ンバーシートに記入し、事務局に提出する。 

 

＊≪メンバーシートの主な記入事項≫ 

活動目的、活動内容、組織概要、活動上の課題と提供可能な資源、 

希望する連携内容 そのほか 

 

-３．開催諸条件の調整 

・「好循環連携モデル運営チーム（事務局）」 

 参加メンバーの日程調整、会場調整などを行うとともに、検討テーマに必要な諸準備を行

う。 

 

２）開催 

・「好循環連携モデル運営チーム（事務局）」 

 検討のガイドとなる「プロジェクトシート」を用意する。 

 

３）開催 第１段階 

・アイスブレーク 自己紹介 

・開催目的の共有 

・相互の活動を知る 

・「地域メンター（伴走者）」による論点整理 

・論点整理に基づく課題領域（検討テーマ）に対する意見交換 

・第１回ゴール：「検討テーマ及び論点に対する意見の可視化・共有」 

・終了後の交流会による仲間意識の醸成 
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４）開催 第２段階 

・第１回レビュー 

・「地域メンター（伴走者）」による第１段階検討を踏まえた地域資源活用の方向性案提示 

・方向性案に対する意見交換 

・第２回ゴール；基本方向の共有（事業目的、サービス対象設定、サービスの方向性等） 

 

５）開催 第３段階 

・第２回レビュー 

・「地域メンター（伴走者）」による第２段階検討を踏まえた事業構想案の提示 

・事業構想案に対する意見交換 

・第３回ゴール；事業構想の共有（ビジネスモデルの基本形、各主体の役割、工程） 

・プロジェクトシート完成 

・終了後の交流会による仲間意識の醸成 

 

６）終了後 

・「プロジェクトチーム」 

 チームとしてトライアル実施の段階に進む場合、「プロジェクトチーム」として、「好循環

連携モデル運営チーム」に「好循環連携モデルプロジェクト事業計画」を提出する。 

 

・「好循環連携モデル運営チーム」 

 「好循環連携モデルプロジェクト事業計画」の実現性を検討し、改善アドバイスを行い、

支援案件を選定する。支援案件は、実施に向けた既存助成事業などスタートアップ資金の調

達について紹介を行う「ソーシャル・ラボ」の枠組みでサポートする。 
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② 「地域メンター（伴走者）」制度とネットワーク化 

 

１）「地域メンター（伴走者）」制度の背景 

～中国地域のローカルベンチャー、ソーシャル人材を活かす 

 本調査で明らかにしたように、中山間地域では、課題解決や魅力ある暮らしづくりを進め

る担い手として、「若者」「女性」「移住者」が中心的な役割を占めつつある。 

 こうした担い手たちは、従来とは異なるフレームで中山間地域をとらえており、「必ずしも

定住しないがつながりをもちたい」「ローカルの課題解決に貢献したい」という意識が高く、

その上で、自身の「関りしろのある」ローカルな活動を「ジブンゴト」として取組もうとす

る意識が高いとされている（参照「僕らは地方で幸せを見つける～ソトコト流地方再生論」指出一正

著）。 

 若手ソーシャル層のなかでも特に地域振興や事業活動で注目を集めている人材を、地域の

多様な人材によるチーム編成により地域課題の解決方策を進めるキーパーソンとして認証す

るとともに、相互のネットワークを形成し、つながりを広げ交流により新たな連携と次世代

の育成の基盤とする。 

 

２）「地域メンター（伴走者）」制度の概要 

 地域資源の可能性を見極め、事業創出に必要な好循環連携モデルを可能にする担い手人材

を人選し、好循環連携モデルプロジェクトの立ち上げ、地域コンテンツの創出に導く、「地域

メンター（伴走者）」制度は以下のような枠組みを想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「地域メンター（伴走者）」の役割】 

 中山間地域の地域資源や活動資源を活かす方向性の提示 

 好循環連携モデルによるプロジェクトチームの編成 

 「地域アクティブ化カフェ（仮称）」のファシリテート 

 「好循環連携モデルプロジェクト事業計画」作成支援 

 「好循環連携モデルプロジェクト」実施への助言、支援 

  

「地域メンター（伴走者）」とは 

 地域において、地域づくり活動や地域課題解決活動や収益事業を通じて地域貢献をめざ

す、地域任意団体等、ＮＰＯ法人等、企業等の担い手人材の好循環連携モデルを実現させる

ため、地域づくりのテーマに応じた横断的な人材を組み合わせたチーム編成を行うとともに、

メンバーのスキルやネットワークを引き出し、新たな事業の創出に導くとともに、メンバーの精

神的な支えにもなる伴走者を「地域メンター（伴走者）」と呼称する。 

 

 地域資源活用による商品サービスの開発を指導する地域プロデューサーや、類型ごとの個

別課題の解決を目的に各団体等に派遣される地域アドバイザーとは、多様な担い手人材と

地域資源活用の可能性や課題解決ニーズとをつなぐことのできるチーム編成を行い、チーム

の育成を指導しながら、チームメンバーにとっての相談相手としての機能を果たしながらチー

ムに伴走する点で異なる。 
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【「地域メンター（伴走者）」に求められる３つの技能】 

 本調査で整理した「地域メンター（伴走者）」に求められる３つの技能は以下のとおりであ

る。 

 マッチングチームを見つける目利き力 

 稼ぐ力伸長の可能性を見つける構想力 

 多様なプレーヤーをつなぐ巻き込み力 

 

 上記の３つの力を下記のとおり「地域メンター（伴走者）」認定の基本要件として整理する。

なお、「地域メンター（伴走者）」の認定は、「好循環連携モデル運営チーム（事務局）」が行

うこととするが、初期においては、中国経済産業局による委嘱を検討する。 

【地域メンター（伴走者）選定の基本４要件】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）「地域メンター（伴走者）」のネットワーク化 

 中山間地域を可能性のフィールドととらえ、ソーシャル・デザインの挑戦を続ける地域メ

ンター（伴走者）が相互に情報交換し、交流する機会としてのつながりと個々の有するナレ

ッジを可視化・共有化する。 

【連携手法】 

 ＳＮＳによるコミュニティ形成 

 年１回ギャザリングイベントを開催し、活動報告リレープレゼンを開催する。 

 同イベントは一般公開の有料イベントとして開催する。 

 

【好循環連携モデル「地域メンター（伴走者）」制度・ネットワーク化の賛同者】 

地域 氏名 所属 活動概要 

全国 指出 一正 氏 
ソーシャル＆エコマガジン 

ソトコト編集長 

ソーシャル雑誌編集長  

各県人材育成講座講師 

鳥取県 中川 玄洋 氏 
ＮＰＯ法人学生人材バンク 

代表理事 

人材ネットワーク 

島根県 三浦 大紀 氏 
㈱シマネプロモーション 

代表取締役 

企画 プロモーション 

岡山県 加藤 せい子 氏 
ＮＰＯ法人吉備野工房ちみち 

代表理事 

地域資源活用 教育 

広島県 平尾 順平 氏 
ＮＰＯ法人ひろしまジン大学 

学長 

生涯学習 人材育成 

地域振興 

山口県 松嶋 匡史 氏 
㈱瀬戸内ジャムズガーデン 

代表取締役 

食品製造 人材育成 

  

 ソーシャル・イノベーターとしての要素 

事業を通じて地域社会の課題解決や地域振興を担う社会起業家の要素 

 コーディネーターの要素 

好循環連携モデルの創出のため、３類型の担い手人材をつなぐ要素 

 プロデューサーの要素 

地域資源と人材の結び直しと市場へのアクセスをプロデュースする要素 

 ネットワーク・ハブの要素 

豊富な地域人材ネットワークの要となっている要素 
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③ 「ネットワーク型ソーシャル・カレッジ」の開講 

 次世代型中山間地域の次世代人材を育成する場となる「ネットワーク型ソーシャル・カレ

ッジ」を開講する。 

 現場起点の学びと人材交流を基本理念とし、地域メンター（伴走者）のネットワークと好

循環連携モデル運営チームの機能を活かした設計とする。 

 

 
 

【カリキュラム設計の柱】 

 中山間地域の社会変容、ビッグデータ活用などの基礎力を高める講座 

 中山間地域における組織マネジメントやファンド活用、基礎的なマーケティング手法な

ど「稼ぐ力」の向上を図る講座 

 中山間地域の次世代型ソーシャル・デザイン現場訪問で事例に学ぶスタディツアー 

 スタディツアーやグループワークによる受講生相互の学びあいを促進する講座 

 課題に対する取材調査、情報分析、プラン検討など実証試行講座 

 

 
 

  

「ネットワーク型ソーシャル・カレッジ」とは 

「地域メンター（伴走者）」のネットワークを生かし、中山間地域の好循環連携モデルの構成

主体の次世代人材を対象に、新しい地域づくりに関する学びと交流による次世代人材育成の

カリキュラムを「ネットワーク型ソーシャル・カレッジ」と呼称する。 

 

運営にあたっては、中国地域において開催されている同種講座との連携、ネットワーク化を

図ることで、効率的で地域に根差した多様性のあるカリキュラムの提供をめざすこととする。 
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【既存のソーシャル講座との連携】 

 ネットワーク型ソーシャル・カレッジは独自の講義と既存のソーシャル講座との連携講義

によって構成する。 
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④ 「ソーシャル・ラボ」の実施 

 「地域アクティブ化カフェ(仮称)」での「好循環連携モデルプロジェクト事業計画」をも

とに、「好循環連携モデル運営チーム」の事業評価後に採択されたプロジェクトについて、事

業実施活動、資金調達などを産学官金の専門人材がサポートする。インキュベートの機会と

して「事業開始前」「事業開始後」の２回程度実施する。 

 

 

 

 

 

 

【資金調達手法の検討案】 

 プロジェクトチーム提出の「好循環連携モデルプロジェクト事業計画」の事業評価に基づ

き、ソーシャル関心層などの地域内外の個人からの資金調達の仕組みを検討する。 

 

 
【想定するプロジェクトへの資金調達とサービス提供の流れ】 

 「地域アクティブ化カフェ（仮称）」に集まった担い手たちによる事業実施主体となる「プロジェ 

クトチーム」は「好循環連携モデル運営チーム」に事業申請を行う。 

 「好循環連携モデル運営チーム」が認定したプロジェクトはソーシャル系資金調達案件とし、外

部専門人材の協力により、地域住民の私募債やクラウドファンディング等を活用して資金調達

を図り、「プロジェクトチーム」の事業資金とする。 

 このほか行政と連携し、国や地方自治体の既存の補助事業の活用を検討する。 

 「プロジェクトチーム」は資金を活用して創出するサービスを販売提供する。 

 「好循環連携モデル運営チーム」と行政間では、プロジェクトによって公共サービスのコスト低

減が認められた場合、その対価を交付金として「好循環連携モデル運営チーム」を通じて、事

業に還元する。 

  

「ソーシャル・ラボ」とは 
好循環連携モデルによる担い手によるチームが検討作成した事業プランの推進・実現化に

あたり、既存助成制度等の活用、資金調達にかかるサポート等の立ち上げ支援を行う外部専

門人材による組織を「ソーシャル・ラボ」と呼称する。 

好循環連携モデル運営チーム 
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２. 段階的な実施プロセス 

 

 好循環連携モデルの仕組みは、行政に依存しない自立した運営をめざす。したがって、展

開にあたっても費用対便益の考え方に立ち、地域ニーズの高い取組みから小さくスタートし、

成果を重ねながら着実な展開を図っていくこととする、 

 概ね下表のように「準備期」「立上げ期」「展開期」の３段階により構成する。 

 

 準備期 立ち上げ期 展開期 

「地域アクティブ化 

カフェ（仮称）」 

 モデルケースの 

継続実施 

 ３地域程度の 

モデル実施 

 各県１か所 

以上で実施 

「地域メンター（伴走

者）」認定・ネット 

ワーク化」 

 人選・認定 

 ネットワーク会議

の開催 

 人選・認定 

 ネットワークイベン

ト開催 

 人選・認定 

 ネットワーク 

イベント開催 

「ネットワーク系 

ソーシャル・ 

カレッジ」 

 ネットワーク 

構想、登録 

 試験的開講  開講 

「ソーシャル・ラボ」  案件により実施  案件により実施  案件により実施 

 

「好循環連携モデル運営

チーム」 

 既存の中間支

援組織を対象に

事務局機能の

担い手機関候

補との調整 

 中間支援組織と

の調整終了によ

りチーム設立。 

 自主事業の本

格的な展開 
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３. エネルギーの地産地消を踏まえた好循環連携モデルの応用可能性 

 

 中国地域では、全国と比較し、産業部門のエネルギー消費率が高いことなどから、産業界

の省エネルギーや再生可能エネルギーの導入を率先して進めることが課題となっている。ま

た、このような化石燃料を主体とした従来型のエネルギー消費では、燃料費をはじめとする

膨大なエネルギーコストが地域外へ流出している。 

 こうした現状を踏まえ、産業界における省エネルギーへの取組み状況や、ＦＩＴ制度開始

以降、導入が進む再生可能エネルギー事業、また、電力自由化の流れに伴う地域新電力への

試みなど、中国地域でもさまざまな取組みが進められている。 

 この度、中国地域における地域エネルギーに関する調査実施により現状を把握し、「ひと」

「しごと」「資源」の好循環連携モデルの視点から、エネルギーの地産地消を踏まえた地域の

自立・継続のための可能性について検証した。 

 

（１） 地域の視点から 

① 調査事業概要 

1) 中国５県の全市町村へ再生可能エネルギー及び省エネルギーに関するアンケート調査を

実施。107市町村のうち、93市町村より回答。 

2) アンケート調査結果より、10市町村に対してヒアリングを実施。 

3) ヒアリング調査結果より、特徴的な取組みのある、再生可能エネルギーについては 4件、

地域新電力に関しては２件を事例としてとりまとめ。 

 

■事例集掲載自治体及び地域新電力 

鳥取市（太陽光発電・新電力）／米子市（バイオマス発電）／湯梨浜町（地熱発電）／西粟倉村

（バイオマス発電・水力発電・新電力）／ローカルエナジー㈱（新電力・米子市）／北広島町（水力

発電） 

 

② 地域内好循環連携モデルに向けて 

 主に自治体など地域において、再生可能エネルギー導入や地域新電力へ取組む期待とし

て、「エネルギーの地産地消」「資金の地域内循環」がある。 

 再生可能エネルギーの導入によって森林や水力、ごみなどの地域に存在する資源を有効

利用し、これが電力や熱エネルギーを生み出すことによって、エネルギーや資金の循環が

生まれ、雇用を創出し、山林を保全するなど地域課題の解決への期待がある。 

 岡山県真庭市では、森林資源の有効活用としてバイオマス発電に取組んだ先駆的事例が

ある。地域の山林事業者、木材加工事業者、発電事業者等が自ら連携を図り、共に将来を

描く中で、官民一体となって長年にわたり地域の基幹産業振興に取組んできた成果と言え

る。 

 また、岡山県西粟倉村では、森林資源の有効活用にあたって、若者が村に入り、木材事業

や発電事業などに携わり、行政が各種事業を推進し、若者たちが担い手となってエネルギ

ー、経済の地域内循環に取組んでいる。 

 より企業的側面からは、鳥取県米子市の地域新電力・ローカルエナジー㈱の取組みがあ

る。市内のリーディングカンパニーともいえる５社が連携し、ここに市が加わって会社を設立

し、地域新電力として事業を開始。エネルギー・資金・人材・ノウハウの地域内ストックを図

る。出資する５社それぞれの強みを活かした事業展開を目論み、企業的アプローチから地

域貢献を試みるプラットフォームとしての役割をめざしている。 
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③ アンケート調査から導き出されること 

 アンケートへ回答した 93市町村のうち、現在稼働中の再生可能エネルギー発電・熱供給設

備は 469 件である。その内訳は、太陽光発電 382 件、バイオマス熱利用 24 件、風力発電 15

件、水力発電 15 件、バイオマス発電 13 件である。但し、これらは自治体が把握しているも

のに限られており、ほとんどの自治体が管理する公共施設であると言ってよい。これ以外に、

民間事業者による風力発電や太陽光発電、水力発電、バイオマス発電等が存在し、各地域で

再生可能エネルギーの導入が進められている。 

 再生可能エネルギー導入のメリットとして、「地域内のエネルギー循環の仕組みの構築」

「災害などのリスク対応の強化」「地域のイメージアップ」が多く挙がっている。また、再生

可能エネルギーの導入やエネルギーの地産地消に期待する効果として、「経済の地域内循環

による経済活性化」「雇用の増加・新たな雇用の創出」「非常時のエネルギー供給等防災・災

害対策」の回答が多く出されている。 

 こうした期待があるものの、導入を妨げる要因としては、「設備費等、初期費用の調達が困

難」「専門的な知識・技術を有した人材が不足している」といった資金不足、人材不足が圧倒

的に多く出されており、この２つが導入にあたっての大きな課題であることが確認された。

国に対する支援についても、この２点についての要望が多い。 

 

④ ヒアリング調査から導き出されること 

1) ＦＩＴ制度による再生可能エネルギー導入の促進 

 再生可能エネルギー導入は、以前より必要性が叫ばれていたものの、平成 23年（2011）の

東日本大震災以降にその必要性への認識が一層高まり、ＦＩＴ制度（固定価格買取制度）が

平成 24年（2012）に施行された以降は急速に導入が進んでいる。 

 現在、中国地域においても再生可能エネルギー事業は導入が進んでおり、地熱発電につい

ても平成 27年に最初の稼働がスタートした状況である。 

 しかしながら、その取組みについては差もあることから、中国地域における導入促進に資

するため、本調査におけるヒアリング対象については、先駆的に導入を試みてきた自治体を

中心に、特徴的な取組みが行われている自治体及び地域新電力を選定した。 

 

2) 地域資源を活かした再生可能エネルギー 

 再生可能エネルギーは、何より、熱源にしても電源にしてもその燃料を地域に存在する資

源に求めることが特徴であり、強みである。従来は資源として認識されなかった太陽光や風

力、木材価格の低迷を主な要因とする林業の衰退から価値が低下した森林資源、技術発展に

より価値が注目された地熱、地域内の電力供給の視点から改めて見直された水力など、エネ

ルギーの視点から、多様な地域資源の活用が注目されるようになった。 

 こうした地域資源に根付いたエネルギー開発事業への取組みは、地域の優位性を地域資源

に求め、そこから工夫を重ねて取組まれてきたものである。エネルギー事業は、地域のイン

フラとして非常に重要なものであり、関連する産業や住民の暮らしとも関わりが深いもので

ある。先駆的に取組んだ岡山県真庭市をはじめ、地域振興の主要事業としての位置づけをも

って取組まれている。そして、多くの場合、地域を象徴する事業としてイメージ形成にも大

きく影響している。 

 

3) 住民、民間事業者、行政との連携による事業推進 

 再生可能エネルギー事業や地域新電力事業では、地域において各分野の関係者が関わるこ

とになる。木質バイオマス発電の場合、原材料調達にあたっての森林事業者、これをチップ

化する原料製造事業者、また、廃材として供給する木材事業者、そして発電事業者が関わっ

てくる。ＦＩＴ制度が設けられるように、現時点で採算性が大きく期待できる事業ではない

ため、導入にあたって、各種公的支援メニューも多い。それには、次に述べる地域課題解決

以外にも、世界的な課題である CO2 削減や地球環境保全に寄与することも効果として認識さ
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れている点がある。しかし、何より、地域産業振興にあたって、幅広い波及効果の創出が大

きく期待されている。 

 こうしたことから、先駆的に再生可能エネルギー事業や地域新電力事業に取組んでいる地

域では、民間と行政との連携が活発に行われており、数年から数十年にわたる議論や試行錯

誤の取組みが重ねられている。最終的な参画者は限られている場合でも、その構想段階、計

画段階、具現化へ向けた協議の段階においては地域内の事業者や住民、そして行政、地域外

の支援者などが多く関わり、実現が模索されている。 

 そして事業をスタートし、推進するにつれて今度は従来とは異なる広がりを見せ、西粟倉

村のように若者を中心とした起業を促すことにもつながっている。 

 

4) 地域課題解決への期待 

 再生可能エネルギー事業においても、地域新電力事業においても、その目的とするところ

は、広く地域課題の解決にある。地域資源、とりわけ未利用資源を活用し、これを収入に結

び付けることが一つの可能性としてある。電気エネルギー、熱エネルギーとも、ほとんどが

市町村外からの購入である。まして、化石燃料由来であれば、その原料については地域外は

おろか、海外からの移入原料である。当然、資金は地域外へ流出し、エネルギー関連での市

町村単位の経済活動においては「赤字」となる。 

 第一の期待は、この資金の地域外流出を防ぐ「エネルギーの地産地消」にある。さらに、

真庭市のように、発電事業によりこれを地域外に販売すれば「外貨」を獲得することになる。

売電によって獲得した外貨は、発電事業者の収入となり、その一部は原材料を供給した木質

チップ製造事業者へまわり、さらに、チップ原料を供給した山林所有者まで行き届くことに

なる。真庭市の一つの優位性は、この一連の流れが確立されていることにある。加えて同市

には、その取組みを参考にするため「真庭バイオマスツアー」に多くの参加者があり、域外

からの人と資金を地域に呼び込む副次的効果も見られている。 

 西粟倉村のような小さな村にとって、林業の衰退は極めて深刻な課題であった。そこで「百

年の森林構想」として、活路を開くさまざまな試みの中で、製材・加工を手掛ける起業が先

導し、これに続いて薪ボイラーにより熱供給を手掛ける起業が誕生している。「働く場・誇れ

るものをつくろう」という取組みを、行政がプラットフォームをつくり、そこで民間の若者

が担い手（プレーヤー）として活躍している。若者が誇りをもって働く雇用の場の創出も各

地で期待されている大きな効果である。 

 米子市の地域新電力・ローカルエナジー㈱は、例えば新電力事業では地域内に資金を留め、

雇用をつくり、ノウハウをストックする事業展開を行っている。具体的には、電力調達にあ

たってバランシンググループ1に入らないこと、ほとんどの地域新電力会社が電力の需給調整

を首都圏の事業者へ外部委託するのを同社では地元で採用した社内スタッフがスキルを修得

して独自に実施していることなどに表れている。同社は、異なる５つの事業領域の企業がそ

れぞれの強みを活かした事業展開を目指しており、これがプラットフォームとなり、さらに

幅広い展開が民間事業者の連携から創出され、可能性を広げることも期待されている。また、

ローカルエナジー㈱を中心とした米子市のスマートコミュニティ構想は、地方創生実現にお

いても「稼ぐ力」強化の取組みとして期待されている。 

 地域が衰退する要因として、仕事（雇用）の喪失、人の流出、資金の流出というものが大

きい。その課題解決へ向けて、再生可能エネルギー事業や地域新電力事業は、「ひと」「しご

と」「資源」の循環を生み出すプラットフォームとして大きな期待が寄せられる領域であると

言える。 

  

                                                
1 バランシンググループ：複数の新電力と一般電気事業者が一つの託送供給契約を結び、新電力間で
代表契約者を選定する仕組みのこと。グループを形成する新電力全体で同時同量を達成することとな

り、グループ規模が大きくなるほど変動範囲外インバランスが生ずるリスクが低減することとなる。 
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■林業の「川上から川下」の産業構造を基盤に、経済の地域内循環の仕組みを構築（岡山県真

庭市） 

≪バイオマス発電事業導入の経緯≫ 

 真庭市の木質バイオマス事業に関する歴史は長い。平成５年（1993）、真庭南部地域にお

ける次世代の企業家、各方面の若手リーダーを中心に「21 世紀の真庭塾」をスタート。ここ

で「町並み再生」とともに提言されたのが「ゼロエミッション」であり、具体的な動きへと発展し

た。その後、環境と産業を地域内外で融合させるグランドデザインを官民一体となって積み

上げる真庭市の取組みは、全国に先駆けるものとなった。 

 早くも平成９年（1997）に地元の集成材メーカー・銘建工業㈱がエコ発電をスタート。このノウ

ハウが後にまで活かされることになる。 

 全市的な取組みとなったのは、平成 17年（2005）～平成 21年（2009）の５年間、真庭市が事

業主体となって木質バイオマスをエネルギーとして利用することを目的とした NEDO 事業を

導入。ボイラー導入による熱供給事業であり、設備導入や原料の流通体制構築など地域全

体で実証実験を行い、木材を集積して有価で買い取り、燃料に加工して地域内に供給する

システムがある程度完成した。 

 その後発電事業が検討されるようになり、ＦＩＴ制度が開始されることになったことで事業性

が見込め、関係者で準備会を立ち上げてバイオマス発電所開設へとスタートした。 

 基本的に、民間事業者が中心になって進めてきた。市は側面からサポートを行うという立

場。林業・バイオマス関係者が協議・調整を行う場を設け、資金調達に関する情報提供や支

援などを担当。発電事業の検討にあたっては事務局としての役割を担った。発電事業自体

は民間による運営であり、真庭市は、出資金２億５千万円のうち、３千万円を出資。 

≪各事業の概要≫ 

 平成 25 年（2013）、「真庭バイオマス発電㈱」を設立。地域内の林業・木材業関係者、真庭

市が出資。発電規模は 10,000ｋＷであり、一般家庭の 22,000 世帯分の電気需要に対応す

る規模である。平成 27年度の稼働率は 98.5％。１年間に燃料として木質バイオマス 106,000

ｔを利用。売電売上 23 億円。燃料購入費は 13.5 億円であり、地元に大きな経済効果を生ん

でいる。 

 発電所へは、バイオマス集積基地から燃料が供給される。発電所稼働に合わせて第二集

積基地が整備され、「真庭木材事業共同組合」が整備・運営する。ここに各事業者や組合員

から間伐材やバークなどが搬入、チップ化される。 

 発電の状況から、燃料供給量の調整が必要であるが、75 社・団体が加盟する「木質資源安

定協議会」を組織し、関係者の連携・情報共有により発電所への安定供給を図っている。 

≪事業の発展≫ 

 真庭市において、基幹産業としての林業振興は、普遍的ともいえる命題である。林業を基盤

に、経済を循環させ、後継者を育て、山林保全を確保する。今後、新たにＣＬＴ2事業の分野

に大きく期待が寄せられており、輸出による木材需要の拡大を目論む。 

 また、ＣＬＴ工場のカンナ屑を地下パイプにより発電所へ送り、発電所の蒸気（熱）をＣＬＴ工

場で木材乾燥や冬期暖房に利用している。 

 市内では、更なる再生可能エネルギー利用に向けて、市内各地域でさまざまな試みも始ま

っている。窯業事業者による燃料乾燥のための木質バイオマス熱風炉の導入、小さなエリ

アにおいて温泉施設への薪ボイラー導入（木材供給含む）、温泉地域ではバイオマスと温泉

熱を利用した熱供給の検討などが行われている。今後も、環境と共生する産業の仕組みづ

くりへ向けた展開が続けられる。 

  

                                                
2 ＣＬＴ：Cross Laminated Timberの略称。ひき板を並べた層を、板の方向が層ごとに直交するように重

ねて接着した大判のパネルと、それを使った建築工法を示す。1995年頃からオーストリアを中心として

発展してきた新しい木質構造用材料。一般住宅、中・大規模施設、６～10階建ての集合住宅等、さまざ

まな建物に利用される。 
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■「百年の森林（もり）」を掲げ、地域内の循環モデルをめざす（岡山県西粟倉村） 

≪再生可能エネルギー事業の導入≫ 

 西粟倉村の村づくりや産業振興の方向性を考えるなか、林業をはじめとする地場産業が低

迷する中、「森林」「林業」「小水力発電所（昭和時代から稼働）」を活用したむらづくりの方向

性が打ち出された。 

 行政主導による再生可能エネルギー事業導入の取組みが始まり、平成 23 年度～26 年度

にかけて小水力発電所のリプレイスを実施。これが大きな転機となり、ＦＩＴ制度を利用して

売電。ここで得た収入を次なる薪ストーブや太陽光発電パネルなどの設置の普及に充てて

いった。 

 その結果、小水力発電設備３か所、木質バイオマス熱エネルギー利用施設３か所、太陽光

発電設備４か所、計 10か所の設備が稼働している。 

 木質バイオマスでは、薪ボイラーの導入を図る。今後、地域熱供給システムを予定している

が、ここに供給する木材は全て西粟倉産である。木材として利用できる上級の木（Ａ材、Ｂ

材）は燃料としては使用せず、木材加工においては廃棄されるＣ材を利用する。 

≪民間事業者の活躍≫ 

 薪ボイラーが設置されている施設は、村が 100％出資して設立した㈱あわくらグリーンリゾ

ートによって運営されている。ここへ熱供給しているのが村楽エナジー㈱である。この会社

は熱供給と管理を行う会社である。 

 村楽エナジー㈱は平成 26年（2014）に移住した若者が起業した会社である。これに先立ち、

㈱西粟倉・森の学校が平成 21 年（2009）に設立され、木製品・木工加工、製造販売などの

木材加工事業をスタートしている。村が林業振興を進める中、「西粟倉に働く場所・誇れるも

のを作ろう」と起業した。㈱西粟倉・森の学校を契機に、いくつものローカルベンチャーが誕

生した。 

≪エリアエネルギーマネジメントへ≫ 

 エネルギー自給率 100％をめざして、木質バイオマスボイラー地域熱供給システム事業に

着手した。村役場の新築建替えに合わせ、400ｋＷ～600ｋＷのボイラー施設を建設し、地下

にパイプラインを敷いて小学校や中学校、子ども館、診療所、デイサービスセンターといった

施設へ暖房や給湯に用いられるお湯を供給するシステムである。平成 29 年から３年をかけ

て整備予定。 

 将来的には、村単体ではなく、周辺エリアを含めたエネルギーマネジメントを視野に入れる。

村内のエネルギー消費量は小さく、広域の方がエネルギーの自給自足システムの可能性

が高まるとの考えから、より広域でのエネルギーマネジメントシステム構築を目指している。 
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■エネルギー事業を切り口に、「ひと」「しごと」「資源」好循環連携モデルのプラットフォームとし

て（ローカルエナジー株式会社：鳥取県米子市：地域新電力～米子市担当課からの聞き取り

による～） 

≪地域の経営者、電力調達、販売、事業運営とノウハウのストック≫ 

 平成 27 年、米子市の主要企業５社と米子市により設立。出資金は 9,000 万円。出資者は、

ケーブルテレビ事業者、ガス卸売事業者、産業廃棄物事業者、都市ガス事業者、温泉供給

事業者である。これに米子市が参加、米子市の出資は 10％にとどまる。民間事業者が経営

をリードすることで採算性を重視した事業展開を行う。 

 電気の調達先は、平成 28 年度上半期の実績では、米子市のクリーンセンターが 75％を占

め、ベース電源になっている。残り 25％は太陽光発電所、バイオマス発電所、バイナリー発

電所などから調達。 

 地域新電力は大手企業のバランシンググループに入ることが多いが、ローカルエナジー㈱

は大手企業のバランシンググループに属さず、また、常時バックアップを受けずに独自で電

力を調達している。 

 需給調整は、男女あわせ５名のスタッフで行っている。研修を受け、ノウハウを習得した。外

部に委託せず、地元に人材や収入、ノウハウを残すことも会社の役割として位置づけられて

いる。 

 電気販売は、公共施設の販売についてはローカルエナジー㈱が直接小売。一般家庭や市

内事業者には、出資メンバーに卸してそこから小売りをする仕組み。平成 28 年 11 月末現

在、1,204件の契約を得ている。 

≪ローカルエナジー設立まで≫ 

 平成 23年度、スマートコミュニティの可能性調査を鳥取県と一緒に行ったところ、「米子市に

は地域新電力の事業可能性がある」と報告された。これをきっかけに、企業・団体等のステ

ークホルダーを巻き込んで検討を進めた。 

 米子市のスマートコミュニティ構想の中には、電力事業も熱関連事業もあったが、電力の全

面自由化の動きがあったので、まずは電力から着手しようとの機運が高まった。そうしたな

かコンセプトとして「エネルギーの地産地消」「資金の地域内循環」が浮上してきた。 

 地域新電力会社立ち上げに向けた事業推進にあたって多くの困難が生じた。検討段階では

まだ地域内で確保した電源もなく需要もないという状況にあり、こうした状況を打破するため

に市が一定の出資をして事業に参画する姿勢を示す必要があった。市が出資をすること

で、信用力の付与につながり、単なるベンチャー企業ではないことを示すことにもなった。 

≪これまでの成果と将来展望≫ 

 大きな成果は、さまざまな地域課題に対して「エネルギー」という切り口でアプローチするプ

ラットフォームができたこと。出資メンバーはそれぞれ異なる事業を行っており、それぞれの

強みを生かして地域課題の解決に向かっていけるという期待は大きい。例えば、米子市の

エネルギー市場は 500億円規模でそのうち約 300億円は地域外へ流出している。このお金

を少しでも地域内の留めるようにしていくことを一つの目標としている。 

 現時点では会社の事業は電力小売・卸売であるが、本来６つの事業領域を設定しており、

今後、出資者それぞれが得意とする事業領域に取組んでいくことで会社自体の可能性を広

げ、地域にも貢献することになる。異なる事業領域に横串を入れ、プラットフォームとなるの

がローカルエナジー㈱である。 

 将来的には省エネ改修事業にも取組み、セットで進めていくことも考えられている。また新電

力ではあまり取組んでいない、負荷率の高い施設への電力供給も行い、地域住民や地域

企業に幅広く電力を供給する会社としての事業展開を目指している。 
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（２） 企業（省エネ）の視点から 

 

① 調査事業概要 

≪事業所関連≫ 

1) 中国５県内に所在し、省エネ法の対象となっている事業所のうち 400 社へアンケート調

査を実施。287社より回答。 

2) アンケート調査結果より、20社に対してヒアリング調査を実施。 

3) ヒアリング調査結果より、特徴的な取組みのある 7件を事例集としてとりまとめ。 

■事例集掲載事業者・工場 

【広島県】 三井不動産商業マネジメント㈱ 

【岡山県】 東京製鐵㈱ 岡山工場／（公財）大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 

【山口県】 三井化学㈱ 岩国大竹工場／西部石油㈱ 山口製油所／クアーズテック徳山㈱ 

【鳥取県】 王子製紙㈱ 米子工場 

 

≪研究機関関連≫ 

1) 大学等の研究機関におけるエネルギーに関連する研究シーズについてリストアップ。 

2) 中国５県の各公設試に、研究内容や企業支援等の取組みについてヒアリング調査を実施。 

3) 公設試の取組みを事例集としてとりまとめ。 

■事例集掲載公設試 

(地独)鳥取県産業技術センター／島根県産業技術センター／岡山県工業技術センター／ 

広島県立総合技術研究所 東部工業技術センター／広島市工業技術センター／ 

(地独)山口県産業技術センター 

  

ローカルエナジーが目指す地域内資金循環

地域からお金が流出する
仕組みを・・・

地域でお金がまわる
仕組みに！

電力小売・卸売

地域熱供給
電源熱源開発

省エネルギー改修

次世代エネルギー実証

コンサルティング

視察受入

￥

￥

￥

￥

￥
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② 地域内好循環連携モデルに向けて 
 

 アンケート対象事業所では、全般的に、エネルギー消費量、原単位とも減少の傾向にある。

エネルギーミックスにおける省エネ対策の実現に向けて、エネルギー消費原単位を年平均

1％以上低減する努力目標等の規制を中心に、効果を上げている。 

 課題として、大規模事業所では、事業所単体での省エネ対策をやり尽くしたという「手詰まり

感」がある。 

 事業者における省エネを促進するためには、事業者の努力だけでなく、事業者に働きかけ

を行うことができるエネルギーマネジメント会社等のサードパーティーと事業者の連携によ

る省エネ取組みの掘り起こしが必要。地方自治体、公的機関、サードパーティーと事業者が

連携した省エネ取組みの推進体制が求められる。 

 また、大企業においてもこのような現状であることから鑑みて、中小企業においては省エネ

対策を講じることができる「マンパワー」「資金力」「技術」「ノウハウ」が大企業と比較すると

大きく不足していることが推測される。 

 今後、各県公設試をはじめとする公的機関などが中心となって中小企業へのノウハウの提

供や資金や人材の融通、相互連携・補完、産学官連携などの支援策が求められる。 

 そうした一つの取組みに、山口県産業技術センターでの産学官連携の事例がある。中小企

業が参加し、「新エネルギー研究会」にて議論・検討を重ね、中小企業にとって従来は導入

に難しさがあった「スマートファクトリー3」システム導入実験など、さまざまな開発・検討・試

みを行っている。 

 

③ アンケート調査から導き出されること 

1) アンケート対象者について 

 今回のアンケート調査においては、「省エネ法」の特定事業者、第一種・第二種エネルギー

管理指定工場のうち、年間エネルギー消費量の多い事業者（工場等）400 社を対象に調査を

実施した。 

 「省エネ法」の規制対象事業者は、エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者

を選任し、エネルギー使用の合理化等のための管理標準の策定と実践・推進に取組むことが

義務付けられている。また、努力目標として、「年平均１％以上のエネルギー消費原単位また

は電気需要の平準化原単位の低減」が求められ、行政によるチェックも行われる。 

 

2) 大規模事業者におけるエネルギー対策の傾向 

 過去５年間におけるエネルギー消費量は、省エネへの取組みが進み、減少傾向にある。エ

ネルギー消費原単位も低減の傾向にあり、消費量が減少しているにも関わらず、稼働率は上

昇していることから見ると、省エネ対策の効果が出てきていると言える。 

 経営における省エネの優先度は高く、とりわけ製造業にとっては、コストを大きく左右す

ることもあり、設備、資金や人員を充てて取組みが進められている。取組みの内容としては、

省エネ性能を高める設備の更新や製造工程の効率化、細かな無駄の削減など、工夫と努力を

日々積み重ねている。そのほか、省エネ診断を契機として、このような取組みに着手する例

も多く見られている。現時点で取組みが進んでいないのは、エネルギーマネジメントに関す

るものであり、監視システムなどの機器の導入やエネルギーマネジメント会社との連携など

の分野である。 

 省エネに対する今後の課題としては、設備等への投資回収に年数がかかること（経済的要

因）、これまで技術的な対策をかなり講じており、大幅な改善を図るための新たな手段が枯渇

                                                
3 スマートファクトリー：工場内のあらゆる機械とインターネット環境を繋げることで、機械の稼働状況を
詳細に把握・蓄積し、この情報を元に、工場全体の効率的な稼働を実現することで、最大の利益をうみ

出す環境を満たした工場をいう。 
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していること（技術的要因）、補助・支援制度の手続きが煩雑であること（制度的要因）が多

く挙げられている。 

 

■製造業における省エネへの取組み事例 ： 東京製鐵㈱ 岡山工場 

【電気炉ラインの集約化・付帯設備のインバータ化】 

 電気炉による鉄鋼製品を製造する工場では、ＤＣ（直流）電気炉ラインと、ＡＣ（交流）電気炉

ラインの両方において操業していた。これらが設備更新の時期となる機会に、エネルギー効

率の高いＤＣラインに集約化する計画を進めている。 

 電気炉本体以外に、付帯設備の効率化を図るため、インバータ化を次々に進め、電力の効

率化を図った。 

【エネルギーマネジメント会社との連携】 

 電気炉の生産集約化については、エネルギーマネジメント会社と連携。補助制度も活用し、

エネルギー消費量や CO2排出量についてオンラインでの「見える化」を進めている。 

【電気需要の平準化】 

 電力会社と負荷曲線別調整契約を結び、電気炉の稼働を最低負荷日や夜間に行って平準

化による電気料金削減、省エネに取組んでいる。 

 

■病院における省エネへの取組み事例 ： （公財）大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 

【計画的・総合的な設備更新】 

 設備更新は中長期計画を立てて予算化・実施。複数のケーススタディを検証する。一つの

設備更新だけでなく、トータルシステムとして省エネ・コスト削減を検討する。 

【BEMSの導入】 

 BEMS を導入して得られたデータから、大型冷凍機の劣化による冷却水温度が不安定であ

ることを発見。４台の冷却塔を一体型に更新したことで、冷凍機冷却水温度が安定し、高効

率冷凍機の性能を維持することができた。 

【日常的な省エネの徹底・意識啓発】 

 「クールビズ」「ウォームビズ」を院内で推進。夏期の冷房温度 28℃、冬期の暖房 20℃を目

標に意識啓発に努める。患者の理解と協力を得ながら、照明を暗めにしたり、消灯を進めて

いる。日常的な節電の取組みが徹底されている。 

 省エネパトロールやライトダウン計画などの成果については、省エネ委員会で報告され、省

エネの浸透が図られている。また、県下の病院が集まる病院委員会の研修会でも情報収

集・情報交換が行われる。 

 

④ ヒアリング調査より導き出されること 

 事業者ヒアリング先は、省エネ対策が経営課題として高く位置づけてられていること、ま

た、エネルギー消費原単位が低減傾向にあること、補助金等支援制度の活用に積極的である

こと、これまでの取組みが先進的であることなどの視点から選定した。 

 省エネ対策としては、さまざまな取組みが行われる。主には、燃料転換（例：重油利用を

排熱利用に変える）、設備更新（省エネタイプの設備導入）、工程見直し（工程の無駄を省く。

集約化）、技術開発、電気平準化、社内体制の構築（全社的な取組みの徹底、情報交換、工場・

支社間の連携、アイデアや効果の見える化など風通しのよい体制）、日常改善（日々のデータ

管理による効果の測定や改善対策）、外部連携（地域内の同業者による情報交換や協力体制構

築、排熱（蒸気）の融通）、ＢＥＭＳ・ＦＥＭＳ（ビル内、工場内の電力使用量のモニターや

制御を行うシステム）導入などである。 

 このような省エネ対策として、積極的に設備更新や大規模な工程変更、技術開発、専属ス

タッフの配置などが可能であるのは、事業者に資金的、マンパワー的な規模を有しているこ

とが大きな一つの要因である。 
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 このように、規模の大きな事業所の取組みが進められていることは、中国地域のエネルギ

ー消費量削減に大きく寄与していることは勿論のことであるが、今後は、その取組みのノウ

ハウなどを地域産業の大多数を占める中小企業にも可能な限り広めることで中国地域におけ

る省エネ推進の裾野を拡大することが重要であると考える。 

 

⑤ 公設試の取組みから見える可能性 

 上記のアンケート及びヒアリング調査における対象事業者は、省エネ対策に日々取組んで

おり、エネルギー消費がコストに大きな影響を及ぼすため、経営上重要な事項として取組ま

れている。 

 一方で、「省エネ法」の特定事業者等は全国で約 12,500（平成 26年時点）であり、これに

該当しない中小事業者が大多数である。 

 地域において、大規模事業者のみならず中小企業の支援にも取組むのが各地の公設試であ

る。特に中小企業では、省エネ対策を講じるまでの人的、資金的余裕が不足しているのが現

状であり、コスト削減についても公設試からのアドバイスや調査・測定・評価などの支援が

行われている。省エネを促進するためには、これから省エネ対策を講じる余地が大いにある

中小企業に対する事業者の努力だけでなく、地方自治体、公的機関、サードパーティーと連

携した取組みが求められるところである。 

 このような中、中小企業単体での取組みではなく、複数の企業や学術機関、公的機関との

連携によってエネルギーにおける課題解決に取組む事例が山口県産業技術センターにおける

「新エネルギー利活用プロジェクト」である。プロジェクト推進母体の中に設けられた 2 つ

の分科会において、複数の中小企業が中心となり、オープンイノベーションのもと、実証実

験に取組み、製品開発に至っている。 

 

■山口県産業技術センターにおける「新エネルギー利活用プロジェクト」 

 プロジェクト推進母体である「新エネルギー研究会」に、「スマートファクトリー分科会」と「水

素・再生可能エネルギー利用分科会」とが設置されている。座学や研修に留まらず、実際の

試験開発や実証実験を通して技術検証を行い、新事業展開を推進している。 

 ２つの分科会では、オープンイノベーションを推進するため、「会員はそれぞれの保有技術・

知識・情報をもって参画すること」「可能な限り情報・技術を共有すること」「分科会で得られ

た情報等については守秘義務を守ること」「さまざまな観点からの技術検証と技術獲得によ

り事業化を推進すること」が求められている。 

 「スマートファクトリー分科会」では、中小企業の工場を対象に、県内産資源（地産エネルギ

ー、創エネ・省エネ・蓄エネ関連機器、ものづくり技術）を活用してスマートファクトリーモデル

の提案とそのモデルに必要な技術要素を開拓することを目指している。 

 スマートファクトリー実現のためには、エネルギー監視システムの開発が必要であり、このシ

ステム試作開発にあたっては、分科会会員によるプロポーザルを実施。選定された 5 つの

企業が試作開発を行った。さらに、試作開発システムの実態調査にあたって再びプロポー

ザルによりモデル工場を公募し、業種の異なる５つの工場（食品製造業、金属製品製造業、

熱処理加工業、再生樹脂ペレット製造業、砕石製造業・産業廃棄物処分業）を選定。選定さ

れた工場はそれぞれ活用計画を策定し、データを収集している。また、システムの試作開発

を行った企業はこれを発展させて製品化に至っている。 

 「水素・再生可能エネルギー利用分科会」でも、水素をエネルギーとして利活用するための

機器・システムについてのプロポーザルを実施。太陽光パネルメーカーが選定され、天候に

左右され不安定である太陽光エネルギーを最大限活用するために、水素をエネルギー貯蔵

媒体として利用するシステムの試作開発を行った。このシステムの動作検証やシステム活

用の展開について分科会で協議。そして、被災地や電気の普及していない地域等で独立電

源として利用する方向性で改良された。現在は、県内企業連携による太陽光発電の余剰電

力による水電解システムの開発に発展している。 
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■新エネルギー研究会 

 
※「液化水素エネルギー分科会」は、平成 27年度より「水素・再生可能エネルギー利用分科会」に

再編 
 

■提案するスマートファクトリーモデル 
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■資料編 
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■アンケート調査票 

 

中山間地域における「ひと」「しごと」「資源」の好循環による地域の自立・継続に 

向けた支援方策調査 アンケート調査票 

 

１. はじめに 

 

【目的】 

 中国経済産業局では、中山間地域を多く抱え、課題先進地域である中国地域において、そ

の課題を強みに変えていくための取組みとして、地域サービスの自立・継続に向けた仕組み

作りや支援のあり方を検討しています。 

 人口減少が激しい勢いで進展する中山間地域においては、地域サービスを任意組織、ＮＰ

Ｏ法人、株式会社等が担っていますが、これまでの調査から、単独の組織や地域だけでは、

地域サービスの自立・継続が困難であるということが明らかになってきており、その対策と

して組織や地域の連携を推進することが重要であると考えています。 

 本アンケートは、特定の地域内、あるいは近接する地域（中国地域圏）において、お互い

の強みと弱みを補い合う関係性を構築することを目的とし、そのための調査として実施する

ものです。 

【対象】 

人口減少が激しい勢いで進展する中山間地域において、地域サービス（本来、行政が担う

べきサービスや地域の稼ぐ力の向上に不可欠となる共益的事業など）を担っている、任意組

織（地域の協議会等）、ＮＰＯ法人、株式会社等を対象としたアンケートです。 

【言葉の補足】 

『連携』 

 本アンケートにおいては、『連携』を以下のように想定しています。 

・民間と民間の連携であること 

・ビジネス的な契約・商売だけに限定せず、物々交換や交流なども幅広く該当する 

・規模感（予算等）について、大小関わらず幅広く該当する 

・個人、団体等対象に関わらず該当する 

中国経済産業局 

 

ご回答者・ご連絡先 

アンケートご回答者 

役職・氏名 
 

ご
連
絡
先 

住所 〒 

電話  

E-Mail  

※ ご回答いただきましたアンケートに関して、事務局より内容確認等のご連絡させていた

だくことがございます。ご理解ご協力をお願いいたします。  
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２. 貴団体・組織に関すること 

(1) 概要 

団体・組織名（法人格） 
（ヨミ） 

 

代表者役職・氏名 
（ヨミ） 

 

主たる事務所の所在地 （  ）県（  ）市・町・村・郡 

設立年月日 

（現法人格取得年月日） 
  年 月 日 

主な営業・活動エリア  

直近事業規模 

（売上高または活動予

算） 

千円 

上記の直近事業規模の

内訳 

※営利企業以外はご回

答ください 

※おおよその割合をご記入ください。 【回答例＝ （５：３：２：０：０） 】 

（事業収入 ： 助成金・補助金（行政） ： 助成金・補助金（民間） ： 寄付金 ： 会費） 

＝（    ：    ：    ：    ：    ） 

役員数 人 

職員数（役員除く） 人 

団体・組織の目的 

 

団体・組織の事業概要 

 

主たる事業・活動分野  
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(2) 人材 

① 貴団体・組織において、ビジネスや取組みにより地域課題を解決する構想力・ノウハウ・

ネットワークを有する人材の有無ついてお答えください。 

■ 構想力 □内部にいる  □外部（連携先含む）にいる  □該当する人材はいない 

■ ノウハウ □内部にいる  □外部（連携先含む）にいる  □該当する人材はいない 

■ ネットワー

ク 
□内部にいる  □外部（連携先含む）にいる  □該当する人材はいない 

 

② ①で「内部にいる」とご回答いただいた方は、その中でも特に核となる人材についてお

答えください。 

有する力 □ 構想力   □ 技能・ノウハウ    □ ネットワーク 

性別 □ 男性 、 □ 女性 

年代 
□ 20代以下 、□ 30代 、□ 40代 、□ 50代  

□ 60代 、□ 70代 、□ 80代以上 

団体・組織における役

職 
 

地域との関わり 

□ 地域出身者であり、継続して地域で暮らしている 

□ Uターン者（地域に来てから   年） 

□ I ターン者（地域に来てから   年） 

過去のキャリア 

□ 会社員 、□ 経営者 、□ 公務員 、□ 学生 、□ 主婦（夫） 

□ 農林漁業従事者 、□ 無職 、□その他 

（                  ） 

現団体・組織を立ち上

げたきっかけ・動機 

□やりたい事ができるから  □事業化（収入）を見込めるから 

□地域や社会の課題・ニーズを感じたから 

□その他 

（                                         ） 

後継者の有無 □後継者（候補者）がいる □後継者（候補者）はいない 

後継者確保に向けた取

組み 

□団体・組織内で育成している 

□団体・組織外で探している 

□課題として感じているが特に何もしていない 

□後継者を考えていない（団体・組織の継続を考えていない） 

※以下、取組みがありましたらご回答ください。 

（自由記述） 
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３. 外部組織・団体や地域間の連携に関すること 

(1) あなたの組織・団体の活動を推進するにあたり実践している、外部組織・団体や他地域

との連携についてご回答ください。 

① 特にメリットと感じている（感じていた）連携についてご回答ください 

連

携

相

手 

※具体的な団体・組織名でのご回答が難しい場合は無記入にしてください。 

連携相手 

（                                                     ） 

□ 株式会社・有限会社、 □ ＮＰＯ法人、 □ 社団法人、 □ 財団法人、 □ 委員

会・協議会 

□ 任意団体（自治組織、町内会等）、 □ その他 

（                           ） 

連

携

内

容 

 

 

 

② 以下の項目から、上記連携のメリットと感じている項目を最大 3 つまでご選択くだ

さい。また、その他についてはその内容を（）内にご記入ください。 

□  コスト

の削減 
□ 資源の調達 □ 販路の開拓 □ 取引先との関係維持・強化 

□ 新規事

業の開拓 
□ 人材の確保 □ 技術の習得 □ 販売力の強化 

□ 情報収

集 

□ その他① 

（            ） 

□ その他② 

（            ） 

□ その他③ 

（                    ） 

③ 特にデメリットと感じている（感じていた）連携についてご回答ください 

連

携

相

手 

※具体的な団体・組織名でのご回答が難しい場合は無記入にしてください。 

連携相手  

（                                                     ） 

□ 株式会社・有限会社、 □ ＮＰＯ法人、 □ 社団法人、 □ 財団法人、 

□ 委員会・協議会 □ 任意団体（自治組織、町内会等）、 □ その他 

（                           ） 

連

携

内

容 

 

 

 

④ 以下の項目から、上記連携のデメリットと感じている項目を最大 3 つまでご選択く

ださい。また、その他についてはその内容を（）内にご記入ください。 

□ お金がかかる □ 時間がかかる □ 人手がかかる □ 機会がない 

□ 相手がいない □ 必要を感じない 
□ その他① 

（            ） 

□ その他② 

（            ） 

※上記以外にもご回答いただける連携事例がございましたら、次頁の余白にご回答をお願いいたし

ます。  
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(2) 信用や信頼をもとにした『お互い様的な連携』について 

 以下の項目から、「物々交換」や「無償での貸し借り」といった信用や信頼をもとにし

た『お互い様的な連携』を行っている項目を、「提供しているコト・モノ」と「いただい

ているコト・モノ」それぞれ最大 3 つまでご選択ください。また、その他についてはそ

の内容を（）内にご記入ください。 

提供しているコト・モノ  いただいているコト・モノ 

□ 労働力  □ 労働力 

□ 技能・ノウハウ  □ 技能・ノウハウ 

□ 場所や施設、機材  □ 場所や施設、機材 

□ 農作物や商品  □ 農作物や商品 

□ 情報  □ 情報 

□ 知識・経験  □ 知識・経験 

□ その他 

（                      ） 

 □ その他 

（                      ） 

□ 特にない  □ 特にない 
 

【余白：4頁にご回答いただいた以外の連携事例がございましたらご回答をお願い致します。 
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４. あなたの組織・団体の強み関すること（してあげられること） 

 

 外部組織・団体との連携において、相手に提供できるあなたの組織・団体の強みをご回答

ください。 

 

（回答方法） 

①「強み・してあげられること」の欄には、あなたの組織・団体が連携相手に対して提供で

きることを、以下の記入例を参考に、解りやすくご記入ください（最大５つまで）。 

②カテゴリー欄には、記入した内容が関係するキーワードをご選択ください。（複数選択可能） 

【キーワードご説明】 

「人」…人材に関すること。人が持つ技術や知識等も含める。 

「物」…製品や素材、車や機械等の物に関すること。 

「コト」…イベントやセミナーといった「起こす・興す」に関すること。 

「場」…会議室や運動場といった場所や建物に関すること。 

「お金」…融資や投資も含めた、資金に関すること。 

「情報」…情報や知識、経験、それらの発信等に関すること。 

 

強み・してあげられること カテゴリー 

【記入例】総面積 50 ㎡ほどのフリースペース貸し出し

（椅子 20脚、テーブル 5台あり。駐車場 20台。） 
□「人」 、 □「物」 、 ☑「場」 

□「コト」 、 □「お金」 、□「情報」 

【記入例】水耕栽培による農業経験のある人（未経験者

にレクチャーできる） 
☑「人」 、 □「物」 、 □「場」 

☑「コト」 、 □「お金」 、□「情報」 

 
□「人」 、 □「物」 、 □「場」 

□「コト」 、 □「お金」 、□「情報」 

 
□「人」 、 □「物」 、 □「場」 

□「コト」 、 □「お金」 、□「情報」 

 
□「人」 、 □「物」 、 □「場」 

□「コト」 、 □「お金」 、□「情報」 

 
□「人」 、 □「物」 、 □「場」 

□「コト」 、 □「お金」 、□「情報」 

 
□「人」 、 □「物」 、 □「場」 

□「コト」 、 □「お金」 、□「情報」 
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５. あなたの組織・団体の弱みに関すること（してほしいこと） 

 

（回答方法） 

①「弱み・してほしいこと」の欄には、あなたの組織・団体が連携相手から提供してほしい

ことを、以下の記入例を参考に、解りやすくご記入ください（最大５つまで）。 

②カテゴリー欄には、記入した内容が関係するキーワードをご選択ください。（複数選択可能） 

【キーワードご説明】 

「人」…人材に関すること。人が持つ技術や知識等も含める。 

「物」…製品や素材、車や機械等の物に関すること。 

「コト」…イベントやセミナーといった「起こす・興す」に関すること。 

「場」…会議室や運動場といった場所や建物に関すること。 

「お金」…融資や投資も含めた、資金に関すること。 

「情報」…情報や知識、経験、それらの発信等に関すること。 

 

弱み・してほしいこと カテゴリー 

【記入例】新しい商品の PR ができる場所や機会 □「人」 、 □「物」 、 ☑「場」 

□「コト」 、 □「お金」 、□「情報」 

【記入例】ファンドレイジング（資金調達）を教えてくれる

人や機会 
☑「人」 、 □「物」 、 □「場」 

☑「コト」 、 □「お金」 、□「情報」 

 
□「人」 、 □「物」 、 □「場」 

□「コト」 、 □「お金」 、□「情報」 

 
□「人」 、 □「物」 、 □「場」 

□「コト」 、 □「お金」 、□「情報」 

 
□「人」 、 □「物」 、 □「場」 

□「コト」 、 □「お金」 、□「情報」 

 
□「人」 、 □「物」 、 □「場」 

□「コト」 、 □「お金」 、□「情報」 

 
□「人」 、 □「物」 、 □「場」 

□「コト」 、 □「お金」 、□「情報」 
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６. 各種支援方策の利用に関すること 

 

(1) 行政による各種支援方策を『利用している（したことがある）』方は、その制度名とその

主体を教えてください。 

※記入例 ○○○○○補助金（△△△△△省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

設問は以上になります。アンケートにご協力をいただきありがとうございました。 

アンケート票は付属の封筒をご利用いただき、2016年 12月 25日（日）必着にてご返送をお願い

いたします。 
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