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第１章

中山間地域の自立に向けた
好循環連携モデルの可能性
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調査の概要

　地域サービス(＊１)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基本です。人口減少が急激に進む中国地域の
中山間地域においては、こうした地域サービスを維持するには、担い手となる組織づくりが鍵
となります。現在、これらの地域サービスを担っているのは、主に住民による地域任意団体等（＊
２）、地域で活動するNPO法人等（＊３）、地域に密着して地域資源を生かす企業等（＊４）です。
　中国経済産業局では、平成27年度において、これらの団体の相互連携による「地域の自立」
の実現、「地域の稼ぐ力」の向上について検討する研究会により、事例からその効果が確認され
ました。
　このガイドブックでは、平成27年度の研究成果を踏まえ、平成28年度に実施した調査の概
要を掲載しています。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、地域サー
ビスの自立・継続に向けた仕組みづくりや支援のあり方についての提言をまとめ本書をご一読
いただき、それぞれの地域での活動にお役立ていただけたら幸いです。

	１．調査の目的と本書の役割

＊１ 地域サービス

本調査では「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」とします。
＊この定義は、「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）の考え方に基づいて設定しています。

＊２ 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」とします。
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

＊３ 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」のこととします。
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

＊４ 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
ととします。
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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調査の概要

	3．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ます。

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３つ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す。

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者の多いソーシャル関心
層（＊１）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（＊２）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（＊３）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

＊１ 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のこと。

＊２ 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
活動のこと。

＊３ 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のこと。

	2．中山間地域の好循環連携モデルの構成主体とめざす成果
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調査の概要

４．調査フロー

調査は、下の調査フロー図のとおりに進めました。

【調査実施の考え方】
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第２章

中山間地域のなかで
起きている変化
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アンケート結果に見る地域組織の担い手人材像

1.		団体に関して：概要
実施したアンケートにご協力いただいた団体・企業の
属性は以下のとおりです。

＜アンケート調査概要＞
調査対象団体・企業等58件に対し
調査票を郵送、回収、集計しました。
回収率は51.7％でした。
＊四捨五入等算式の関係で、割合（％）の合計が
100％にならない場合があります。

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%

法人格1
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％

主たる事務所の所在地（県）2
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％

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％

直近事業規模3

役員数規模 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％

役員数規模4

職員数規模 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％

職員数規模5

2.		団体に関して：人材

「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ています。

【人材の有無】団体において、ビジネスや取り組みによっ
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）

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

17

3 3

構想力

15 15

5
3

ノウハウ

6

2

ネットワーク
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アンケート結果に見る地域組織の担い手人材像

前設問で「内部にいる」と回答した団体にのみに、担い手人材については、以下のような回答結果となりました。

【有する力】その人材が有する力（複数回答）

・担い手人材が有する力
については、「構想力」約
５割と高く、一方「技能・
ノウハウ」「ネットワーク」
については、それぞれ2
割、3割となっています。

【過去のキャリア】その人材の過去のキャリア（複数回答）

・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」が最も多く
約4割、次いで「経営者」
「公務員」いう結果となっ
ています。
・「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
る結果となっています。

【性別】その人材の性別

・担い手人材の性別比は
「男性」「女性」7：３となっ
ています。
・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
います。

【現団体・組織を立ち上げたきっかけ・動機】（複数回答）

・組織設立理由では、7割
以上が「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
されていることがうかが
えます。

【年代】その人材の年代

・担い手人材の年代につ
いては「30代」と「60代」
が約3割で、この上位2つ
の年代で全体の6割を占
め結果となっています。
・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
団体が多い結果が出てい
ます。

【後継者の有無】（複数回答）

・担い手にとっての後継
者については、約7割が
『いる』と回答しています。

【地域との関わり】その人材の地域との関わり

・担い手人材の6割が、「長
く地元の地域で暮らして
いる」方ですが、「Uター
ン者」「Iターン者」の合計
が4割を超えていること
が注目されます。

【後継者確保に向けた取組み】（複数回答）

・後継者の確保に向けて
は、「団体・組織内で育成
している」が約5割と最も
多い結果となっています。
・一方、「団体・組織外で
探している」が4割程度あ
りました。
・また、「課題として感じ
ているが特に何もしてい
ない」との回答も1割あり
ました。

構想力

女性

ネット
ワーク

技能・
ノウハウ

52.4%

23.8%
33.3%

27.8%

男性
72.2%

30代
33.3%

50代
11.1%

60代
33.3% 40代

11.1%

70代
11.1%

80代
0.0%

20代
0.0%

地
域
出
身
者
で
あ
り
、

継
続
し
て
地
域
で
暮
ら
し
て
い
る

団
体
・
組
織
内
で

育
成
し
て
い
る

課
題
と
し
て
感
じ
て
い
る
が

特
に
な
に
も
し
て
い
な
い

Uターン者

Iターン者

57.9%

21.1%

21.1%

公務員
11.8%

学生
11.8%

経営者
17.6%

会社員
17.6%

その他
農業従事者
主婦
無職

やりたい事が
できるから

事業化（収入）を見込めるから

団体・組織外で
育成している

41.2%

0.0%

73.7%

10.5%15.8%

0.0%

地域や社会の課題・
ニーズを感じたから

その他

70.6%

後継者（候補者）が
いる

後継者（候補者）が
いない

後継者（団体・組織の
継続）を考えていない

29.4%

52.4%38.1%

9.5
%

0.0%
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アンケート結果にみる組織間連携意識

3.		外部組織・団体や地域間の連携意識

・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」が最も多くなりました。

【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）

2

4

3

1

1

1

9

その他

任意団体（自治組織・町内会等）

委員会・協議会

財団法人

社団法人

NPO 法人

株式会社・有限会社

・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
どない結果となっています。

【特にデメリットと感じている（感じていた）連携相手】
（複数回答）

1

0

1

1

0

0

0

その他

任意団体（自治組織・町内会等）

委員会・協議会

財団法人

社団法人

NPO 法人

株式会社・有限会社

・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項目があがりました。

【連携のなかでデメリットと感じていること】
（複数回答）

2

0

その他

必要を感じない

相手がいない

機会がない

人手がかかる

時間がかかる

お金がかかる

0

2

1

3

6

・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件と続いています。

【連携で得られるメリットと感じていること】
（複数回答）

7その他

12情報収集

2販売力の強化

3技術の習得

7人材の確保

1新規事業の開拓

4取引先との関係維持・強化

7販路の開拓

6資源の調達

2コストとの削減
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・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件でした。
・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ります。
・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ています。

【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）

特にない

いただいているコト・モノ 提供しているコト・モノ

0
0

その他
0
0

知識・経験
9

3

情報
14
14

農作物や商品
1

4

場所や施設、機材
8

11

技能・ノウハウ
6

10

労働力
4

6

アンケート結果にみる組織間連携意識
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第３章

地域団体・企業の連携意識



地域任意団体等
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あいみ富有の里地域振興協議会

●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
での連携の可能性あり　●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）

活動のなかでの連携実施状況

●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

担い手人材・後継人材の状況

好循環連携モデルのなかで提供可能／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・日常生活用品の経営希望者紹介

・販路の提供
・商品企画や開発支援

NPO等
非営利組織

企業
営利組織

地域自治組織
地縁組織

提供可能
・	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

提供希望
・	果樹農家希望者などの紹介
・	カフェ・日常生活用品の経営希望者
の紹介

提供可能

・冬柿、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

・販路の提供
・商品企画や開発支援

提供可能 提供希望

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



地域任意団体等

12

川西自治連合会

●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「株式会社 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

担い手人材・後継人材の状況

NPO等
非営利組織

企業
営利組織

地域自治組織
地縁組織

提供可能

・ 地域の資源紹介と仲介、連絡調整
・行政等との連絡調整

提供可能

・ 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
・大学や民間の研究機関の知見

提供希望

・経営ノウハウ　
・商品と商品開発

・６次産業化ノウハウ

提供可能 提供希望

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

川西自治連合会

好循環連携モデルのなかで提供可能／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

ヒアリング回答者：福永　要様

活動のなかでの連携実施状況

●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」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
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築き会

●「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。

活動のなかでの連携実施状況

●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

担い手人材・後継人材の状況

NPO等
非営利組織

企業
営利組織

地域自治組織
地縁組織

提供可能
・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

提供可能
・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
・	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

提供可能 提供希望

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

築き会

好循環連携モデルのなかで提供可能／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

提供希望
・	地域の若い担い手・集客方法

ヒアリング回答者：鳥本悠介様
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自治組織「共和の郷・おだ」

●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

活動のなかでの連携実施状況

●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

担い手人材・後継人材の状況

好循環連携モデルのなかで提供可能／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

NPO等
非営利組織

企業
営利組織

地域自治組織
地縁組織

提供可能

・事業取得のためのノウハウ提供

提供希望

提供可能

・地域産品の提供

提供希望

・自主財源の調達方法
・人材確保のための支援

提供可能 提供希望

所在地 広島県　東広島市河内町小田

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ー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

共和の郷おだ

ヒアリング回答者：瀬川豊茂様
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波多コミュニティ協議会（はたマーケット）

●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）

活動のなかでの連携実施状況

●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。マーケットから出す人件費はほぼ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

担い手人材・後継人材の状況

好循環連携モデルのなかで提供可能／提供希望リソース

NPO等
非営利組織

企業
営利組織

地域自治組織
地縁組織

提供可能

・交流センター空き部屋の提供
・環境資源（自然・田畑・農地）

提供希望
・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

提供可能
・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
・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

提供可能 提供希望

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

波多コミュニティ協議会
（はたマーケット）

⇒	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

ヒアリング回答者：山中満寿夫様
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特定非営利活動法人	ＩＮＥ	ＯＡＳＡ(い～ね！おおあさ)

●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

活動のなかでの連携実施状況

●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

担い手人材・後継人材の状況

好循環連携モデルのなかで提供可能／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

NPO等
非営利組織

企業
営利組織

地域自治組織
地縁組織提供希望

・	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

提供可能

提供希望

提供可能

・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

・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

所在地 広島県　北広島町大朝

代表者名 理事長　堀田高広

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（写真右）

特定非営利活動法人
ＩＮＥ	ＯＡＳＡ
(い～ね！おおあさ)

提供可能

・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
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特定非営利活動法人	ＮＰＯきらめき広場

●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

活動のなかでの連携実施状況

●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

担い手人材・後継人材の状況

好循環連携モデルのなかで提供可能／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付けた人材の提供（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

NPO等
非営利組織

企業
営利組織

地域自治組織
地縁組織

提供可能

・	組織のノウハウを身に付けた人材
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
・	事業に関連する情報

提供可能

提供希望

提供可能 提供希望

・組織マネジメント手法
・自主事業で収益をあげる方法

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

特定非営利活動法人
ＮＰＯきらめき広場

ヒアリング回答者：深井　正様
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おかやまマルシェ協会

●「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

活動のなかでの連携実施状況

●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

担い手人材・後継人材の状況

好循環連携モデルのなかで提供可能／提供希望リソース

NPO等
非営利組織

企業
営利組織

地域自治組織
地縁組織

提供可能
・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

提供希望
・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

提供可能

提供希望

提供可能

・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

・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

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

⇒	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

特定非営利活動法人
岡山NPOセンター
（おかやまマルシェ起業支援協議会）

ヒアリング回答者：高橋真一様
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特定非営利活動法人	山村エンタープライズ

NPO等
非営利組織

企業
営利組織

地域自治組織
地縁組織

提供希望
・入居者の働き先、キャリアが積める
場の提供

提供可能

提供希望

提供可能

・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

・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）

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

活動のなかでの連携実施状況

好循環連携モデルのなかで提供可能／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）

提供可能
・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

特定非営利活動法人
山村エンタープライズ

●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

担い手人材・後継人材の状況

●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（岡山学芸館高校）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

ヒアリング回答者：能登大次様（写真中央右側）
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特定非営利活動法人	三段峡-太田川流域研究会

●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

活動のなかでの連携実施状況

●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、今後の取り組みの中で検討していく

担い手人材・後継人材の状況

好循環連携モデルのなかで提供可能／提供希望リソース

NPO等
非営利組織

企業
営利組織

地域自治組織
地縁組織

提供可能

・	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

提供希望
・	企業、団体とのマッチングを専
門的に担う人材

提供可能

提供希望

提供可能

・	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
・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
プリターを育成できる講師紹介　・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

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

⇒	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
・インタープリターを育成できる講師紹介
・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

特定非営利活動法人
三段峡-太田川流域研究会

ヒアリング回答者：本宮　炎様
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特定非営利活動法人	てごねっと石見

●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

担い手人材・後継人材の状況

NPO等
非営利組織

企業
営利組織

地域自治組織
地縁組織

提供希望
・地域で抱えている課題情報

提供可能

提供希望

提供可能

・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

・	自主事業計画のための人的・経
済的支援

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

活動のなかでの連携実施状況

●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

好循環連携モデルのなかで提供可能／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

提供可能
・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　・補助金申請サポー
ト　・ソーシャルビジネスの事業相談

特定非営利活動法人
てごねっと石見

ヒアリング回答者：盆小原照晶様
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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

●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、寄付付き
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

活動のなかでの連携実施状況

●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

担い手人材・後継人材の状況

NPO等
非営利組織

企業
営利組織

地域自治組織
地縁組織

提供可能

・NPOに関する情報提供とマッチ
ング

・地域活動の企画支援
・助成金や補助金情報と申請支援

提供希望
・地域のニーズや課題に基づくプ
ロジェクト提案

提供可能

提供希望

提供可能

・	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

・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

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

好循環連携モデルのなかで提供可能／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
動の企画支援　・助成金や補助金情報と申請支援

・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のプロジェクト
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　・地域活動　・CSR活動などのニーズ

公益財団法人
とっとり県民活動
活性化センター

ヒアリング回答者：毛利　葉様
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特定非営利活動法人	なんぶ里山デザイン機構

●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

担い手人材・後継人材の状況

好循環連携モデルのなかで提供可能／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

NPO等
非営利組織

企業
営利組織

地域自治組織
地縁組織

提供可能

・お試し住宅の提供（米子・大山）

提供希望

提供可能

提供希望

提供可能

・	特産品提供（えごま油等）
提供希望

・	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

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

特定非営利活動法人
なんぶ里山
デザイン機構

活動のなかでの連携実施状況

●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

ヒアリング回答者：森岡重信様
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公益財団法人	ふるさと島根定住財団

●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　●UI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。地域課題に取り組む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。

活動のなかでの連携実施状況

●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

担い手人材・後継人材の状況

好循環連携モデルのなかで提供可能／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

NPO等
非営利組織

企業
営利組織

地域自治組織
地縁組織

提供可能

・	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
・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

提供可能

提供希望

提供可能

・	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

・	求人情報
・	CSRの情報

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）

公益財団法人
ふるさと島根定住財団

ヒアリング回答者：森山忍様
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特定非営利活動法人	ほほえみの郷トイトイ

●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

活動のなかでの連携実施状況

●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

担い手人材・後継人材の状況

好循環連携モデルのなかで提供可能／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

NPO等
非営利組織

企業
営利組織

地域自治組織
地縁組織

提供可能

・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

提供希望
・事業に関連する情報

提供可能

提供希望

提供可能

・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

・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

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

特定非営利活動法人
ほほえみの郷トイトイ

ヒアリング回答者：石田億之様
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特定非営利活動法人	みんなの集落研究所

●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り組む　●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り組む）　●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り組む（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り組んでいる　●鳥獣害対策として、ジビエの普及啓発にも取り組み、イオンモール岡山とも連携したイベントを実施

活動のなかでの連携実施状況

●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。

担い手人材・後継人材の状況

好循環連携モデルのなかで提供可能／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）

NPO等
非営利組織

企業
営利組織

地域自治組織
地縁組織

提供可能
・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）

提供希望
・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

提供可能

提供希望

提供可能

・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

・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）

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

特定非営利活動法人
みんなの集落研究所

ヒアリング回答者：西山基次様
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特定非営利活動法人	やまぐち県民ネット21

好循環連携モデルのなかで提供可能／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

NPO等
非営利組織

企業
営利組織

地域自治組織
地縁組織

提供可能

・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

提供希望

提供可能

提供希望

提供可能

・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

特定非営利活動法人
やまぐち

県民ネット21

活動のなかでの連携実施状況

●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

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

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もある　●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

ヒアリング回答者：伊藤　彰様
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株式会社ジブンノオト

●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

活動のなかでの連携実施状況

●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

担い手人材・後継人材の状況

NPO等
非営利組織

企業
営利組織

地域自治組織
地縁組織

提供可能

提供希望

提供可能

・教育に関する小中高大まで幅広
いつながり

提供希望

・社会人長期研修生の受入

提供可能

・教育に関する小中高大まで幅広
いつながり

提供希望

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

好循環連携モデルのなかで提供可能／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幅広いつながり ・教育に関する小中高大まで幅広いつながり

提供希望リソース ・社会人長期研修生の受入

株式会社
ジブンノオト

ヒアリング回答者：大野圭司様
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株式会社シマネプロモーション

●行政からの仕事が多い。取り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し連携している　●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

活動のなかでの連携実施状況

NPO等
非営利組織

企業
営利組織

地域自治組織
地縁組織

提供可能

提供希望

提供可能

・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

・金銭的な支援策（事業費・人
件費等）

提供可能
・	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

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）

好循環連携モデルのなかで提供可能／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）

●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、
後継者探しは難度高　●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

担い手人材・後継人材の状況

株式会社
シマネプロモーション

ヒアリング回答者：三浦大紀様
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有限会社ひよこカンパニー（大江ノ郷自然牧場）

●企画デザイン部門があり、そこで企画した内容も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

活動のなかでの連携実施状況

NPO等
非営利組織

企業
営利組織

地域自治組織
地縁組織

提供可能

提供希望

提供可能

・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

提供希望

・体験教室の実施

提供可能 提供希望

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

好循環連携モデルのなかで提供可能／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

●ディズニーの「SCSE」という取り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

担い手人材・後継人材の状況

有限会社
ひよこカンパニー
（大江ノ郷自然牧場）

ヒアリング回答者：吉田有恒様
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株式会社吉田ふるさと村

●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

活動のなかでの連携実施状況

●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

担い手人材・後継人材の状況

NPO等
非営利組織

企業
営利組織

地域自治組織
地縁組織

提供可能

提供希望

提供可能
・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
・販売力強化を図る上での人材（人材
情報）

提供可能

・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

・販売力強化を図る上での人材（人材情報）

所在地 島根県　雲南市吉田町

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

好循環連携モデルのなかで提供可能／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）

株式会社
吉田ふるさと村

ヒアリング回答者：高岡裕司様
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第４章

中山間地域
好循環連携モデル
トライアルレポート
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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りました。
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）」を開設することにしました。

多様化しつつある中山間地域の担い手人材が、地域任意団体、ＮＰＯ法人等、企業等の枠を
超えて集まり、新しい地域チームを編成して地域を再起動させる創発の「場」です。地域を
再起動させる場となることをめざし、名称を「地域アクティブ化カフェ（仮称）」としています。

※「地域アクティブ化カフェ（仮称）」とは

「地域メンター（伴走者）」は、地域の「稼ぐ力」の向上などの課題に対し、その課題解決に適
した地域のNPO法人等や企業のプレーヤーを選任する、多様な人材を適材適所で配置し、地域
活動をアクティブ化させるコンダクター（指揮者）としての役割を果たします。
「地域メンター（伴走者）」は、当日のカフェ運営にあたっては、メンバーのスキルやネットワー
クなどを引き出しながら、メンバーの主体的な新事業への構想、挑戦に導くとともに、メンバー
の相談相手にもなる、頼れる伴走者となります。

「地域アクティブ化カフェ（仮称）」のコンダクター・「地域メンター（伴走者）」

１）地域任意団体：木田地区振興協議会のみなさん（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
◇地区人口・世帯（平成28年　市調べ）　人口220人　　高齢化率49.6％　　世帯数129戸

実証調査「地域アクティブ化カフェ（仮称）」のメンバー

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　理事　（島根県江津市）

■主な経歴
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。江津駅前商店街の空店舗を活用した５２barの開業など、駅
前再生に従事。同団体はH26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、紹介するギフトショップを松江市
内に開業。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プロデュースしている。

・	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、島根県への移住を支援している。

1.	実証調査「地域アクティブ化カフェ（仮称）」の開催
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３）外部メンバーの属性（「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二拠点居住者。
■	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・Ｕターン者。
■	コミュニティ・デザイナー
	 女性。30代。フリーランス。益田市出身のＵターン者。
■	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。

■平成29年2月7日開催
■開催場所　木田暮らしの学校（旧木田小学校）内カフェ
■開催レポート
1.開催にあたって
今回実証調査として実施した「地域アクティブ
化カフェ（仮称）」は、島根県浜田市旭町木田の
旧木田小学校を改修した「木田くらしの学校」
を会場に開催しました。
木田地区では、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年に協議会を発足し、校舎の保
存と交流活動に取り組んでいます。協議会では、当初から自立した活動となることをめざし、
施設内にカフェを開設・運営にあたっていますが、カフェ事業を進める上で必要な経営ノウハ
ウを有する人材がいないこともあり、稼ぐ力を向上させることが大きな課題となっています。
木田地区での好循環連携モデルの場となることをめざす「地域アクティブ化カフェ（仮称）」の
参加メンバーの人選を行ってくださったのは、今回の「地域メンター（伴走者）」である三浦大
紀さん（株式会社シマネプロモーション代表取締役）。メンバーは、東京都内と島根県江津市の
二拠点居住をしながら江津市の山間地域で空き家を活用したカフェを経営している男性、再生
可能エネルギーの導入を進めるコンサルタントの男性、コミュニティ・デザイナーの女性、金
融機関勤務を経て現在は経営コンサルタントの男性という顔ぶれでした。三浦さんをはじめ全
員が30代でUターン者が３名、二拠点居住が１名という属性でした。
	
2.課題共有の段階
木田地区振興協議会メンバーから木田地区の概
況、協議会の活動の様子についての発表を聴き、
あわせて暮らしの学校を見学。地区住民の誇り
となっている木造建築の校舎は、堂々とした佇
まいで見学したメンバーはみな感銘を受けてい
ました。
そして、カフェに移動し、カフェ事業の課題に
ついての現状説明を受けました。

実証調査『地域アクティブ化カフェ（仮称）』の開催レポート
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3.活動の背景と目的の掘り下げ
ここから「地域メンター（伴走者）」の三浦さんの進行で意見交換を進めていきました。
まずは「原点に立ち戻って、活動の目的」について。活動開始を振り返りながら、旧校舎が住
民の心の拠り所であることなど、メンバーから熱い思いが語られ、外部メンバーからは、その
思いを深く掘り下げて、利用者や協力者を巻き込む力をつくろうという提案がなされました。
	
4.コミュニティ経済をつくるポイント
次の話題は、地域資源の見方について。ここでも地元のみなさんと、外部メンバーの視点や感
じ方の相違点が明らかになり、意見交換は白熱しました。なかでも「豊富にある地域の自然資
源のなかで、未だお金の価値に変わっていない資源を見つけ、いかに内部で循環させるかを考
えると、コミュニティ経済が生まれてくる」という意見や「すべてを事業者が提供する主体と
とらえないで、お互いのメリットになるものを等価交換する発想をもつと外の人も関わりやす
くなる」などの意見には、メンバーも大きく頷いていました。
くらしの学校の活用方向としては、この校舎で人生の大事な時期を過ごした人たちの顔や思い、
味覚が追体験できる場にすることが、人を巻き込む力になるのではないかなどのアイデアが話
し合われました。
	
5.関わり方の多様性をつくろう
収益事業を伴う住民組織運営の難
しさについては、三浦さんから「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。そこがな
いと関わりたいと思う人がいても
関わることができない」というお
話しがあり、協議会メンバーから
は具体的な実践の状況を踏まえた
相談が次々に飛び出しました。熱心な意見交換から、「参加か不参加か」ではなく、「参加はでき
ないが応援してくれる人」や「主体にはならないが利用する人」など、関係領域を多様化させ
ながら、関心を持つひとを増やしていくことを考えよう」というお話に進んでいきました。
	
6.意見交換を終えて
今回ははじめての顔合わせからのスタートであったこともあり、プロジェクトの検討まではた
どり着きませんでした。しかし、起業家と経営コンサルタントからなる外部メンバーからは、「事
業をスタートさせる上では今日議論した基本的な考え方の深堀と共有がとても大切で、有意義
な話し合いができた」という声が多くありました。
一方、協議会メンバーからは、「いままで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。」といった意見を聴くことがで
きました。「地域メンター（伴走者）」をお願いした三浦さんからは、「地域の活動でも企業活動
でも、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、みんなで事業目的と
目標をしっかり共有しておきたい。今回だけで終わらず、このチームで継続して考えていきたい」
というメッセージが、メンバーに送られました。
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2.	コミュニティの生態系が生まれる実践事例
モデルケース

お寺が持つ地域とのつながりを活用し
新たなコミュニティを構築
日本一高齢化率の高い島と呼ばれた地域で、門徒とのつながり
を活かし、移住・交流人口を増やし産業を興す取り組み
山口県・周防大島町　荘厳寺（しょうごんじ）と瀬戸内ジャムズガーデン
取材協力者：松嶋匡史氏（瀬戸内ジャムズガーデン）

第4章　中山間地域　好循環連携モデルトライアルリポート

1.	荘厳寺と取り組みの背景について
荘厳寺は山口県・周防大島の中央部、瀬戸内海
と面した日前の集落にある約450年以上の歴史
を持つ、門徒数約500名の浄土真宗本願寺派の
寺院です。2007年、同寺住職の娘、白鳥智明（松
嶋智明）さんが、夫・松嶋匡史さんとＵターン。
地産品を使ったジャムづくりの夢をかなえるた
め「瀬戸内ジャムズガーデン」を設立しました。
同時に副住職として活動も開始。移住後、起業
にあたっての用地取得や、原材料となる果実を
提供してもらう農家探しなどで、門徒ネットワー
クが大きなサポートとなりました。これを地域
づくりに活かしたいというのが活動の出発点と
なっています。

2.	寺とのご縁がハブとなっている
　	取り組み
●	地域の空き家活用と入居支援
●ＵIターン・移住希望者交流支援（島くらす）
●町の定住促進協議会との連携（地域側窓口）
●移住者との連携イベント
●「周防大島をめぐるツアー」受入れ協力
●地域産業創出（瀬戸内ジャムズガーデン）　等

【地域の空き家活用と入居支援】
・	門徒をはじめとした住民の所有する住居で、空
き家になっているもの、また島外で暮らしてい
て一年のうちの大半は居住しない建物などを、
移住者やワーキングホリデーのための住まいと
して提供できるよう、オーナーと居住希望者の

間をとりもっています。
・行政が運営する空き家バンクへの登録を躊躇す
るオーナーが多いなか、昔からの信頼関係に
よって多くの空き家情報が集まっています。

・各門徒の家系についても熟知しているので、将来
的に空き家になると思われる家についても、早い
段階から見込んだ動きが可能となっています。

・年に２回発行している「荘厳時だより」では、
寺による空き家活用情報などを発信。全国の門
徒や、島に興味を持つ人を中心に約2000部を
発送しています。

・移住にあたっては、修繕費や改装にかかる費用
が課題でしたが、入居者自身に専門家がリノ
ベーションの指導・支援を行う「コストダウン
に繋げる取り組み」も始まりました。施行は
地元工務店と連携して行っています。（瀬戸内
ジャムズガーデンとしての取り組み）

・これまでに移住者住居として７～８軒、ジャムズ
ガーデン社宅用等に３軒、インターンシップ受
け入れ用に２～３軒の空き家を再生しています。
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【ＵIターン・移住希望者交流支援（島くらす）】
・実際に移住してきた人、これから移住を検討
している人を招き、月１回の浜清掃などの地
元住民との交流機会をつくっています。

・活動主体となっている団体「島くらす」は
2010年に結成。コアメンバーは約10名。手
弁当で実施しています。

・必要に応じて交流会などをセッティング。行政
側の定住促進協議会、地域おこし協力隊などと
連携し、受入側の窓口として機能しています。

【移住者との連携イベント】
・2010年4月から始まった「瀬戸内パンフェ
スタ」は3000人の集客を誇るほどになり「里
山資本主義的仕事づくり」をテーマに、ＵＩ
ターン者や農家・漁師にも利益のまわる仕組
みでイベントを行っています。

・ＵＩターン者が中心になって活動している「島
のむらマルシェ」チームとお寺が連携し、「荘
厳寺の門前市」や寺子屋トークイベント「数学
の演奏会	in	周防大島」なども開催しています。

【「周防大島をめぐるツアー」受入れ協力】
・旅行会社、バス会社などが企画する島内周遊
ツアーの受入協力を地元側の窓口として実施
しています。

・荘厳寺もコースに組み込まれ、活動の視察を
兼ねて、他県の寺院や門徒なども見学に訪れ
ています。

3.	ヒアリングを終えて
　	(松嶋さんの言葉より）
●お寺が育んできた住民との厚い信頼関係は

財産
・お寺は、昔から地域の住民にとっての交流拠
点。困りごとの相談窓口、人と人とのマッチ
ング、見守り、子どもたちの教育などを担っ
てきた場所です。

・高齢化、過疎化に伴って、門徒の数は減って
いますが、先祖代々から続く門徒とのつなが
りは依然として強い信頼関係で結ばれていま
す。それは行政との信頼関係以上に強い結び
つきになっています。

●地域が抱える課題にお寺が求められる役割
は変化
・地域の人口減少に伴って、お寺の有り方も変
化を迫られています。同島でも、同宗派だけ
で20カ寺ありますが、後継者がいるのは4、
5カ寺というのが現状です。これまでのサー
ドプレイス的な役割にとどまらず、門徒の理
解・協力を得ながら、空き家を活用した移住
促進や、地域資源を活用した産業・雇用創出
などの形で、地域に人を呼び込むための情報
発信拠点としての機能が期待できます。

●革新的な人材を外部や移住者に求める
・お寺が持つ地域との信頼関係は、どこも同じ
レベルで成立していると思います。しかし、
荘厳寺のような事例は、全国でも稀有（総本
山が全国にトピックスとして紹介するくらい
に）。お寺にも地域にも革新的な人材が乏しい
のが原因かと思われますが、そういった部分
をヨソ者（Ｕターン者や移住者）に意識的に
求めることで、同じような取り組みは全国ど
こででも展開できると思います。

●地元住民に「地域への誇り」を生み出す
・さまざまな取り組みの結果、以前は「何もな
い島にようきたね」と言っていた住民が「う
ちの島きたら面白いよ！」と言うようになっ
てきました。住民たちの中に地域への誇り・
自信が根付いてきました。また、地域に大学
生や若者が入るだけで、その姿を見かけた住
民たちに活気が生まれています。

2.	コミュニティの生態系が生まれる実践事例 山口県・周防大島町　荘厳寺（しょうごんじ）と瀬戸内ジャムズガーデン
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１．調査結果からみた重要成功要因と好循環連携モデルの提言

（１）調査結果からみた取り組みの基本方針

①	担い手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」づくりが重要です。
	 ●	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

がありますが、今回の調査により、好循環連携モデルの枠組みでは、地
域全体では担い手人材の多様化が進んでいることが明らかになりまし
た。

	 ●	担い手人材の７割がＵＩターン者であり、都市でビジネス・スキルや事
業モデルを確立した上で、新たな可能性を求めて中山間地域での活動を
志向するケースが増えていることが明らかになりました。

	 ●	このように中山間地域のプレーヤーは「定住する住民」だけだった時代
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
に入っていると言えます。

	 ●	しかし、現状では、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とから、担い手人材の多様化
を地域の「稼ぐ力」の向上につなげる仕組みづくりの重要性が明らかに
なりました。

②	好循環連携モデルニーズは地域の「稼ぐ力」に集中していますが、
	 連携は進んでいません。
	 ●	本調査では、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」に関する回答でした。
	 ●	一方、地域の「稼ぐ力」を高めるための好循環連携モデルニーズの高ま

りに対して、実際に連携が行われているケースは少数で、期待と現状に
ギャップが生じていることがわかりました。

	 ●	要因として考えられることとして、実証調査で明らかになったように、
中山間地域においては、相互に顔の見える信頼関係をつくり、本音で語
り合える「仲間」になるプロセスが、連携の前提として重視される傾向
がある点が考えられます。

1.	調査結果からみた重要成功要因と好循環連携モデルの提言
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③	好循環連携モデル実現のための重要成功要因、具体化する基本機能、
	 取り組みの柱
	 ●	以上を踏まえ、中山間地域の「稼ぐ力」を高める好循環連携モデルを進

める重要成功要因、具体化する基本機能と取り組みの柱を図のように整
理しました。
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2.	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と各主体の相関性を図とコメントにまとめました。

【好循環連携モデルの基本機能と各主体の相関図】

【図の見方】

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。
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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
にが、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、チームの意欲が高いケースについては、事務局「好循環連携モデル運営チーム」
が招集する専門家によるトライアル起業支援チームである「ソーシャル・ラボ」の開催
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となる「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）」のネットワークと中国地域各地で開催されている同種の講座
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。

【図の見方】

1「地域アクティブ化カフェ（仮称）」の開催

「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）」と呼ぶことにし
ます。

3.	主な取り組み
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●	 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、経営の改善に関すること

【主な対象課題領域（テーマ）】

●	 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）」が果たす「場」の意義】

【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

●	 好循環連携モデル運営チーム
	 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運営チームの
メンバーとなることを承諾し、参加する。

-１．メンバー調整

●	「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（仮称）」の参加に向け、自団体を紹介するメンバー
シートに記入し、好循環連携モデル運営チームに提出する。

	 ＊≪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

-２．メンバーシートへの記入
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●	 好循環連携モデル運営チーム
	 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。

-３．開催諸条件の調整

●	 好循環連携モデル運営チーム
	 検討のガイドとなる「プロジェクトシート」を用意する。

２）開催

●	 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

３）開催　第１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）

４）開催　第２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

５）開催　第３段階

●	「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（仮称）」の枠組みでサポートする。

６）終了後
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●	 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）」の役割】

●	 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。

【連携手法】

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

【好循環連携モデル「地域メンター（伴走者）」認定・ネットワーク化の賛同者】

２　「地域メンター（伴走者）」認定・ネットワーク化

「地域メンター（伴走者）」とは
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を組み合わせて好循環連携モデルを実現させ
るコンダクター（指揮者）のような存在。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です。

●	 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）

【「地域メンター（伴走者）」のネットワーク化】
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3　ネットワーク系ソーシャルカレッジ開講
【カリキュラム設計の柱】

４　ソーシャル・ラボ

「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」と呼びます。
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4.	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しています。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り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します。
概ね下表のように「準備期」「立上げ期」「展開期」の3段階により構成します。

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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