
新たな事業に取り組むにあ
たって、専門的知識を取り入
れたい。これまでの取り組み
とは、違う視点からの意見が
聞きたい。

地域活性化起業人（企業人材派遣制度）

　CM や広告などを通して見かける企業の数々。それぞれ
の分野において、専門的知識が豊富な社員や、長年の経験
で培ったノウハウを持つ社員が働いています。そんな民間
企業のパワーを、行政のまちづくりに生かす制度が「地域
活性化起業人」です。
　今、東京・大阪・愛知（名古屋）など、都市部に事業所が
ある企業と、地方自治体とが力をあわせています。

地域を後押しする
企業の力

　三重県松阪市に本社を構える株式会社アクアプランネットは、
教育や飲食など幅広い事業を展開する会社です。合言葉は「For 
Living Well（よりよく生きるために）」。各分野で感動を生みだす
ことを大切にしていて、三重テラスの運営やイベント企画を行って
います。

企業として地域貢献できる場
がほしい。職員に幅広い仕事
の経験を積ませることで人材
育成したい。シニア人材の新
たな活躍の場を発見する。

株式会社
アクアプランネット

野遊び推進事業支援

企業 PROFILE
本社：三重県松阪市　
主な事業：地域プロモーション事業、フードサー

ビス事業、ライフスタイル事業

井上 優一さん
海外で飲食業を経験した
あと、アクアプランネッ
トに入社。飲食部門を経
て、地域プロモーション
を担当。

　野遊びの取り組みは、自然が
豊かな日本の地方であれば、ど
こでも取り組めるものです。い
なべで生みだされて成功した取
り組みが、いずれ全国に広がっ
ていけば素晴らしいと思ってい
ます。民間で培ってきた経験を
もとに、いろいろと企画してい
きたいです。

岩田 広さん
東京や愛知で飲食店の立
ち上げや、飲食イベント
の企画・運営に携わる。

※三大都市圏とは…埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県のすべて。

受け入れができる自治体 対象となる企業と人材

①三大都市圏外の市町村
②三大都市圏内の市町村のうち、条件不利地域を
有する市町村、定住自立圏に取り組む市町村お
よび人口減少率が高い市町村

企業：三大都市圏にある企業など。
人材：対象企業で 2年以上勤務している人。
　　　三大都市圏に本社があれば、派遣する人材
　　　の勤務地は問わない。

地域活性化起業人の実績について

受け入れ
自治体数 人数

平成 26年度 17 22人
平成 27年度 25 28人
平成 28年度 32 37人
平成 29年度 50 57人
平成 30年度 56 70人
令和元年度 65 95人
令和 2年度 98 148人

全国の実績 いなべ市の実績

　三大都市圏にある企業などの社員が、仕事で得た知識を生
かして、地方自治体の抱える課題を解決したり、新たな価値
を創り出したりすることが目的。
　受入先の自治体は、国から地方交付税の措置を受けて活用
することができる。

（カッコ内は企業数）

どんな制度？

民間
企業

自治
 体

　これまで民間の立場で仕事を
してきましたが、行政の視点を
取り入れることができるように
なりました。自由な発想と、決
まったルールの中で、バランス
を取りながら、野遊び推進事業、
いなべ市の地域活性化に取り組
めればと思っています。

・野遊び SDGs の推進
・体験コンテンツ開発
・地場産品の販路拡大など

地域活性化起業人の取り組み　アクアプランネットは、地域のキーマン
となる人たちに声をかけて、いなべならで
はの体験や製品の開発を行っています。農
家と協力した収穫体験など、都会の人から
みて魅力的に感じ、地元の人が見逃しがち
なコンテンツを事業として掘り起こしてい
ます。これまでにモニタリングキャンプな
どを行ってきました。
　また市内店舗と面談して、ふるさと納税
の返礼品として扱える商品の開発にも取り
組んでいます。

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度
人数 3人（2） 8人（5） 11人（8） 15人（12）

　いなべ市では平
成 30 年 度 か ら、
地域活性化起業人
制度を活用し、多
くの企業と連携し
てきました。

市にふるさと納税した人を招く、「ふるさとファンミーティ
ング」も起業人の提案事業の 1つ

主な活動内容
観光振興

中心市街地活性化

地域産品の開発
ICT 分野 中小企業支援

など

いなべ市で取り組むこと
※野遊び…自然と触れ合う体験
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　公益社団法人日本非常食推進機構は三重県四日市市に本部が
あります。防災イベントや防災講座を開催するなど、防災啓発
に取り組むほか、賞味期限の近い防災備蓄品の有効活用にも力
をいれています。

公益社団法人
日本非常食推進機構

防災対策など

企業 PROFILE
本部：三重県四日市市
主な事業：防災啓発事業
　　　　　循環型備蓄の推進

古谷 賢治さん
大阪府出身で、阪神・
淡路大震災を経験。山
積みになっていた備蓄
品を見て、防災意識の
大切さに気づく。

　防災意識を高めてもらうために
大切なことは、気づきやきっかけ
作りだと思っています。「自助」の
意識を高めてもらう取り組みが、
いなべを起点に全国へ広がってい
くように、尽力したいです。

　愛知県名古屋市にある株式会社 miraie。太陽光発電やバイ
オマス発電などの計画から設置までの相談を受ける、新エネル
ギーを扱う事業者です。

企業 PROFILE
本社：愛知県名古屋市
主な事業：省エネルギーおよび発電

設備に関する情報提供

　11 月から地域活性化起業人となり、
まだ動き始めたばかりですが、いなべ
市は企業と自然が共生していて、エネ
ルギー分野での取り組みに可能性を感
じています。市内の企業で話を聞いたときは、水素エネルギーが身
近なところまで来ていることなどを知ることができました。
　まずはいなべ市のエネルギー政策の現状を知り、目標を立ててい
きたい。国が目標とする 2050 年のカーボンニュートラルに近づけ
られるよう、市の取り組みを生みだしていきたいと思います。

宇賀渓活性化や農業公園車中泊
エリアの PRなど、アウトドア
シティいなべを推進する。

本社：東京都
派遣人数：2人
事業内容：アウトドアシティ推進支援

小・中学校での ICT 機器活用
支援や、当該活動にかかるマ
ニュアル作成などを行う。

本社：愛知県
派遣人数：1人
事業内容：ICT教育支援

自然体験活動、自然観察学習の
指導と助言を行う。

本社：大阪府
派遣人数：1人
事業内容：自然体験活動に関する実

施場所の調査

修学旅行・社会見学の受け入れ
旅行プランの調整などを行う。

本社：東京都
派遣人数：2人
事業内容：市外からの修学旅行・

社会見学受入支援

本社：東京都
派遣人数：2人
事業内容：ホスピタリティ向上支援

日時　1月 25日（火）
　　　10：00～ 12：00
※詳細は P14「くらしの情報」

 公益社団法人日本非常食
推進機構　  059-328-5345

赤ちゃん防災講座

・赤ちゃん防災講座
・市の備蓄品の有効活用など

地域活性化起業人の取り組み　保護者と子どもが一緒に参加する、赤ちゃ
ん防災講座を進めている。赤ちゃんは自分で
自分を守ることが出来ないため、保護者も真
剣に講座に参加してくれるそうです。
　講座の開催を起業人に頼るのではなく、市
内の関係者が継続して講座ができるよう、仕
組み作りにも取り組んでいます。

髙橋 雅樹さん
東日本大震災を機に、
エネルギー分野の仕事
に つ く。SDGs に い ち
早く興味を持ち、各所
に新エネルギーを提案。

株式会社日本旅行

株式会社パシュート

株式会社三重電子
計算センター

小・中学校での授業を通して、
ホスピタリティ精神の向上や
キャリア教育の推進を図る。

日本航空株式会社

教育産業株式会社

株式会社冒険の森

昭和印刷株式会社

小・中学校で「プロジェクトア
ドベンチャー」の手法を取り入
れた体験学習を行う。

本社：東京都
派遣人数：１人
事業内容：アドベンチャープログラ

ム支援

株式会社プロジェクト
アドベンチャージャパン

エスエヌ環境テクノ
ロジー株式会社

・脱炭素に関する提案や立案
・エネルギーの最適化に関する
　コンサルティング

地域活性化起業人の取り組み

いなべ市と関わる企業や法人

　取材を進める中で、いなべの風土
や地域の在り方について、「とても
魅力がある」「可能性を感じる」と話
す起業人の皆さん。
　各企業と行政の力をあわせること
で、今までにない新たな未来が広
がっていきそうです。

企業とともに歩む
　　　　　いなべの未来

新たなアウトドアライフ事業の
展開支援などを通して、関係人
口の拡大を図る。

本社：東京都
派遣人数：１人
事業内容：新規事業等調査支援

チームラボセールス
株式会社

いなべブランド「生きる力をつ
なげるチャイルドサポート」の
推進を支援する。

本部：三重県津市
派遣人数：１人
事業内容：療育支援

特定非営利活動法人ライフ・
ステージ・サポートみえ

芸術・文化の振興に関する支援
を行う。

本社：三重県桑名市
派遣人数：１人
事業内容：芸術・文化の振興支援

焼却施設の適正な運転管理を行
い、施設設備の負荷軽減を図る。

本社：大阪府
派遣人数：１人
事業内容：廃棄物処理施設運営支援

内部情報システムの整備および
新たな ICT活用を行う。

本社：三重県津市
派遣人数：１人
事業内容：ICT活用支援株式会社miraie

脱炭素社会の推進支援

いなべ市で取り組むこと

いなべ市で取り組むこと
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