
 

Ｒ３『地域戦略人材塾』参加自治体

一覧 

北海道室蘭市 

PRしたい URL・SNSアカウント 

おっと！むろらん―公式：室蘭観光情報サイト―1 

ただいま室蘭プロジェクト2 

 

特徴的な取り組み 

• 白鳥大橋主塔登頂クルーズを R3.7.22 から運行開始！ 

• 東日本最大の吊り橋・白鳥大橋の主塔に登り、高さ 100m の地点から港を一望でき

るプレミアムなクルーズがスタートします。ダムや橋などの公共施設を見学するイ

ンフラツーリズムが全国的に人気を集める中、室蘭ならではの体験が気軽に楽しめ

ます。 

 

参加者情報 

• 担当者：森 拓哉 

• 所属部署：企画財政部企画課 

岩手県一関市 

PRしたい URL・SNSアカウント 

岩手県一関市ホームページ3 

                                                                 
1http://muro-kanko.com/ 
2https://storymaps.arcgis.com/stories/51b800bec3fa464ebf02fbef8216faef 

http://muro-kanko.com/
https://storymaps.arcgis.com/stories/51b800bec3fa464ebf02fbef8216faef


 

特徴的な取り組み 

• 令和３年度 SDGｓ未来都市に選定 ・国際リニアコライダー（ILC）誘致に向けた取組 

• SDGｓ未来都市「未来を見つめ、世界が憧れるまち いちのせき」～新たな価値の創

造による持続可能な地域づくり～ 

• 宇宙誕生の謎などを研究するため世界にただ一つ建設される国際研究施設「国際リ

ニアコライダー（ＩＬＣ：International Linear Colider）」の建設候補地として本市を

含む北上高地が選定されている。 

 

参加者情報 

• 担当者：熊谷 尚孝 

• 所属部署：政策企画課 

山形県新庄市 

PRしたい URL・SNSアカウント 

山形県新庄市ホームページ4 

 

特徴的な取り組み 

• 本市の歴史、史跡、文化財をもとにしたまちづくり 

 

参加者情報 

• 担当者：水越 光哉 

• 所属部署：総務課 

• 参加部署ほか：総合政策課 

                                                                                                                                                                                                          
3https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm 
4http://www.city.shinjo.yamagata.jp/ 

https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm
http://www.city.shinjo.yamagata.jp/


長野県須坂市 

PRしたい URL・SNSアカウント 

長野県須坂市@ふるさと納税（公式）5 

 

特徴的な取り組み 

• 須坂市は全国有数のぶどうの産地であり、それを活用しふるさと納税に取り組んで

います。 

 

参加者情報 

• 担当者：松下 峻也 

• 所属部署：政策推進課 

長野県高森町 

PRしたい URL・SNSアカウント 

Facebook ページ6 

Instagram アカウント7 

Twitter アカウント8 

 

特徴的な取り組み 

• 小中学生の「みらい懇談会」、中学生の「高森の時間」、高校生・大学生の「わか

もの☆特命係」など、若年層からの地域人材育成に力を入れています。 

                                                                 
5https://twitter.com/furusatosuzaka 
6https://www.facebook.com/高森町役場長野県-

288728304572527/?ref=nf&hc_ref=ARS8WY679dlhPoosQ6o9wDRP3gq9HtAgyNM9ceV9E8FxQVlodZ-
Ky56M9vOszvh5NbA 
7https://www.instagram.com/takamori_town_official/?hl=ja  
8https://twitter.com/TakamoriTown?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^embeddedtimeline|twterm^profile%3ATaka

moriTown|twgr^eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJ
zaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjp
udWxsfX0%3D&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.town.nagano-takamori.lg.jp%2Findex.html  

https://twitter.com/furusatosuzaka
https://www.facebook.com/高森町役場長野県-288728304572527/?ref=nf&hc_ref=ARS8WY679dlhPoosQ6o9wDRP3gq9HtAgyNM9ceV9E8FxQVlodZ-Ky56M9vOszvh5NbA
https://www.facebook.com/高森町役場長野県-288728304572527/?ref=nf&hc_ref=ARS8WY679dlhPoosQ6o9wDRP3gq9HtAgyNM9ceV9E8FxQVlodZ-Ky56M9vOszvh5NbA
https://www.facebook.com/高森町役場長野県-288728304572527/?ref=nf&hc_ref=ARS8WY679dlhPoosQ6o9wDRP3gq9HtAgyNM9ceV9E8FxQVlodZ-Ky56M9vOszvh5NbA
https://www.instagram.com/takamori_town_official/?hl=ja
https://twitter.com/TakamoriTown?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5eembeddedtimeline|twterm%5eprofile%3ATakamoriTown|twgr%5eeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.town.nagano-takamori.lg.jp%2Findex.html
https://twitter.com/TakamoriTown?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5eembeddedtimeline|twterm%5eprofile%3ATakamoriTown|twgr%5eeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.town.nagano-takamori.lg.jp%2Findex.html
https://twitter.com/TakamoriTown?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5eembeddedtimeline|twterm%5eprofile%3ATakamoriTown|twgr%5eeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.town.nagano-takamori.lg.jp%2Findex.html
https://twitter.com/TakamoriTown?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5eembeddedtimeline|twterm%5eprofile%3ATakamoriTown|twgr%5eeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.town.nagano-takamori.lg.jp%2Findex.html


• 小中学生が町の課題や改善点を提案・意見する「みらい懇談会」を開催し、町と学

校で連携して子どもたちのアイデア実現を支援しています。昨年は「高森町を PR す

るビデオを作りたい」という提案を実現し、中学３年生がミュージックビデオを制

作しました9。今年は「高森の時間」として６つのコースに分かれた中学生を、学校

と町が連携して支援し、アイデアの実現を目指しています。 

• 町が任命する「わかもの☆特命係」では、高校生・大学生を中心に、飯田下伊那地域

の PR や VR 映像の撮影、コンサートの企画など、楽しみながらまちづくりを学んで

いただいています。 

 

参加者情報 

• 担当者：下平 麻奈 

• 所属部署：総務課 

• 参加部署ほか：産業課／建設課／税務会計課／健康福祉課／教育委員会事務局 

長野県小布施町 

PRしたい URL・SNSアカウント 

長野県小布施町ホームページ10 

 

特徴的な取り組み 

• 観光活性化の取組として、電動キックボードを使い、観光客の利便性を向上させる

実証実験が町内で始まりました。【参考記事】11 

 

参加者情報 

• 担当者：土屋 英樹 

• 所属部署：総務課 

• 参加部署ほか：企画財政課／健康福祉課／産業振興課／建設水道課 

                                                                 
9https://www.youtube.com/watch?v=sLR_m89UHo4 
10https://www.town.obuse.nagano.jp/ 
11https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2021070700132 

https://www.youtube.com/watch?v=sLR_m89UHo4
https://www.town.obuse.nagano.jp/
https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2021070700132


静岡県静岡市 

PRしたい URL・SNSアカウント 

静岡市の移住・定住情報サイト「いいねぇ。静岡生活」12 

 

特徴的な取り組み 

• 「SDGｓの推進」… 

 静岡市では、「市政への組込み」、「情報発信」、「普及啓発」の３本柱でＳＤＧｓを推

進しており、H30 年度から R2 年度までの 3 年間、重点的な普及啓発を実施した。 

その結果、ＳＤＧｓ未来都市選定（H30 年 6 月）、アジア初のＳＤＧｓハブ都市選定（H30

年 7 月）などの評価をいただき、市民のＳＤＧｓ認知度も 66 ％（R2）を達成している。 

また、事業所・団体におけるＳＤＧｓ活動の促進や優良事例の発掘、横展開を図るために

「静岡市ＳＤＧｓ宣言事業」を R1 年 10 月から実施し、R3 年度 6 月末時点で 316 件の宣言

書が提出された。 

令和 3 年度からは、引き続き「静岡市ＳＤＧｓ宣言事業」を継続し、事業所・団体の取組支

援を行うとともに、事業所・団体間の連携による新たなビジネスチャンスの創出や発信を目

的に「静岡市ＳＤＧｓ連携アワード」（表彰制度）を実施し、「普及啓発」から「パートナ

ーシップ」にステップアップを図り、引き続きＳＤＧｓの推進に取り組んでいる。 

【詳細はこちら】13 

 

参加者情報 

• 担当者：大石 貴夫 

• 所属部署：企画課 

三重県松阪市 

PRしたい URL・SNSアカウント 

松阪市観光プロモーションサイト14 

                                                                 
12http://shizuoka-seikatsu.jp/ 
13https://sway.office.com/TZtBgF51NRSIhMQq?ref=Link 

http://shizuoka-seikatsu.jp/
https://sway.office.com/TZtBgF51NRSIhMQq?ref=Link


みえ松阪マラソン２０２１15 

 

特徴的な取り組み 

• コロナ対策としての商品券の発行、東京オリンピックの事前キャンプの受け入れ、

おくやみコーナー 

• ８，０００円分の商品券を５，０００円で販売、スケートボードのオリンピックカ

ナダ代表の事前キャンプの受け入れ（国内最大級の公共スケートパーク）、死亡に

伴う申請等の一括受付窓口 

 

参加者情報 

• 担当者：北垣戸 淳 

• 所属部署：秘書広報局秘書課 

• 参加部署ほか：総務部財務課／企画振興部経営企画課／消防団事務局 

兵庫県淡路市 

PRしたい URL・SNSアカウント 

兵庫県淡路市ホームページ16 

 

特徴的な取り組み 

• 企業誘致、移住定住、地域新電力・カーボンニュートラル、女子野球タウン構想 

 

参加者情報 

• 担当者：伊藤 篤史 

• 所属部署：まちづくり政策課 

                                                                                                                                                                                                          
14https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/kanko/ 
15https://mie-matsusaka-marathon.jp 
16http://www.city.awaji.lg.jp/ 

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/kanko/
https://mie-matsusaka-marathon.jp/
http://www.city.awaji.lg.jp/


徳島県阿南市 

PRしたい URL・SNSアカウント 

阿南 SUP タウンプロジェクト17 

 

特徴的な取り組み 

• 阿南 SUP タウンプロジェクト SUP（スタンドアップパドルボード）に適した自然環

境を活かし、SUP を通じた関係人口の創出を図り、地域経済の拡大を図る「阿南 SUP

タウンプロジェクト」に取り組んでいる。 

• 阿南市独自の「ふるさと納税」への取り組み官民が連携し、「環境保全」と「地域

経済の活性化」を両立させる阿南市独自のふるさと納税を運用している。 

• 【詳細はこちら】18 

 

参加者情報 

• 担当者：高岡 亜由美 

• 所属部署：ふるさと未来課 

• 参加部署ほか：まちづくり推進課 

鹿児島県龍郷町 

PRしたい URL・SNSアカウント 

鹿児島県龍郷町ホームページ19 

 

特徴的な取り組み 

• 世界自然遺産登録へ向けて、奄美自然観察の森再整備事業を行っています。 （平成

29 年度から令和３年度完了予定） 

                                                                 
17https://sup-anan.com/ 
18https://sway.office.com/CJiB4Sgj70jE7GOs?ref=Link 
19http://www.town.tatsugo.lg.jp/index.html  

https://sup-anan.com/
https://sway.office.com/CJiB4Sgj70jE7GOs?ref=Link
http://www.town.tatsugo.lg.jp/index.html


• 森めぐりや奄美特有の動植物を目で見て、手で触ることにより自然についての理解

を深め、自然保護についても学習できる場として、また観光スポットとしても利用

してもらえるよう展望デッキやボードウォーク等を新たに整備し、交流人口の増加

に取り組んでいます。 

 

参加者情報 

• 担当者：山口 慎也 

• 所属部署：総務課 

• 参加部署ほか：企画観光課／保健福祉課／町民税務課／農林水産課／建設課 


