地域おこし協力隊・関係人口ミニサミット

くらしの中に

令和２年１２月
総務省 地域力創造グループ
地域自立応援課

地域おこし協力隊について
地域おこし協力隊とは
○制度概要：都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、生活の拠点を移した者を、地方公共団体が「地域おこし
協力隊員」として委嘱。隊員は、一定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこしの支援や、
農林水産業への従事、住民の生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組。
○実施主体：地方公共団体
○活動期間：概ね１年以上３年以下
○地方財政措置：
◎地域おこし協力隊取組自治体に対し、概ね次に掲げる経費について、特別交付税措置

① 地域おこし協力隊員の活動に要する経費：隊員１人あたり440万円上限 ⇒令和３年度から470万円上限（うち報償費等については270万円を上限）
(報償費等240万円〔※〕、その他の経費(活動旅費、作業道具等の消耗品費、関係者間の調整などに要する事務的な経費、定住に向けた研修等の経費など）200万円)
※ 隊員のスキルや地理的条件等を考慮した上で、最大290万円まで支給可能とするよう弾力化することとしている（隊員１人当たり440万円の上限は変更しない。）

② 地域おこし協力隊員等の起業・事業承継に要する経費：最終年次又は任期終了翌年の起業する者又は事業を引き継ぐ者１人あたり100万円上限
③-1 地域おこし協力隊員の募集等に要する経費：１団体あたり200万円上限
③-2 「おためし地域おこし協力隊」に要する経費：１団体あたり100万円上限

◎都道府県が実施する地域おこし協力隊等を対象とする研修等に要する経費について、普通交付税措置（平成28年度から）
◎都道府県が実施する地域おこし協力隊員OB・OGを活用した現役隊員向けのサポート体制の整備に要する経費について、普通交付税措置（令和２年度から）

地域おこし協力隊導入の効果

～地域おこし協力隊・地域・地方公共団体の「三方よし」の取組～

地域おこし協力隊
○自身の才能・能力を
活かした活動
○理想とする暮らしや
生き甲斐発見

地 域
○斬新な視点
（ヨソモノ・ワカモノ）
○協力隊員の熱意と行動力が
地域に大きな刺激を与える

地方公共団体

○行政ではできなかった
柔軟な地域おこし策
○住民が増えることによる
地域の活性化

⇒ 令和６年度に8,000人を目標

隊員数、取組団体数の推移

年 度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
隊員数

89人

257人

413人

617人

978人

29年度

30年度

元年度

1,629人 2,799人 4,090人
4,976人
5,530人
5,503人
(1,511人) (2,625人) (3,978人) (4,830人) (5,359人) （5,349人）

団体数 31団体 90団体 147団体 207団体 318団体 444団体 673団体 886団体 997団体 1,061団体 1,071団体
※総務省の「地域おこし協力隊推進要綱」に基づく隊員数
※平成26年度以降の隊員数は、名称を統一した「田舎で働き隊(農林水産省)」の隊員数（26年度：118人、27年度：174人、28年度：112人、
29年度：146人、30年度：171人、令和元年度：154人）と合わせたもの。カッコ内は、特別交付税算定ベース。

隊員の約４割は
女性

隊員の約７割が
20歳代と30歳代

任期終了後、約６割が
同じ地域に定住
※H31.3末調査時点
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地域おこし協力隊の定住状況等に係る調査結果概要（令和２年１月公表）
○平成31年3月31日までに任期終了した地域おこし協力隊員の定住状況等について調査を実施。

（前回調査：平成29年３月31日までに任期終了した隊員）

同一市町村内に定住した者は2,464人
前回調査（1,075人）比で約２．３倍に増加
うち、３人に１人以上（36％）が起業
前回調査時(29%)から増加

任期終了後、約６割の隊員が同じ地域に定住
その他
20人（0.4％）

同じ地域に定住
3,045人（62.8％）

不明
767人（15.8％）

他の地域に転出
1,016人（21.0％）

活動地と
同一市町村内に定住
2,464人（50.8％）

（前回=2,230人）

不明
49人（2％）

就農・就林等
317人（13％）

起業
888人 36％
事業承継
11人（0.4％）

活動地の
近隣市町村内に定住
581人（12.0％）

合計=4,848人

その他
139人（6％）

《前回調査結果》
活動地と同一市町村内に定住

48％

活動地の近隣市町村内に定住

14%

《前回調査結果》

就業
1,060人（43％）

1,396名（62.6%） が
同じ地域に定住

合計=2,464人

起業

29％

就業

47％

就農等

14％

（前回＝1,075人）

任期終了後定住した隊員の動向
就業

起業
○飲食サービス業（古民家カフェ、農家レストラン 等）

１５１名

○美術家（工芸含む）、デザイナー、写真家、映像撮影者

１１０名

○宿泊業（ゲストハウス、農家民宿 等）

１０４名

○６次産業（猪や鹿の食肉加工・販売 等）

７９名

○小売業（パン屋、ピザの移動販売、農作物の通信販売 等）

７３名

○観光業（ツアー案内、日本文化体験 等）

５１名

○まちづくり支援業（集落支援、地域ブランドづくりの支援 等）

４２名

ほか

○行政関係(自治体職員、議員、集落支援員等)
３０２名
○観光業（旅行業・宿泊業等）
１２０名

○農林漁業（農業法人、森林組合等）

８６名

○地域づくり・まちづくり支援業

７４名

○医療・福祉業

５３名

○小売業

４６名

○製造業

４３名

○教育業

３６名

○飲食業

３３名

事業承継

就農・就林等

○農業

２６２名

○林業

３１名

○畜産業

１２名

○漁業・水産業

４名
ほか

ほか

○１１名（酒造の承継、民宿の承継

等）

※準備中・研修中を含む
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地域おこし協力隊～取組事例～
し べ ち ゃ ちょう

北海道標茶町

【活動内容】
・標茶町には軍馬生産から続く乗用馬文化が根付いていることを活かし、「馬を核
とした地域づくり」を目指す「道東ホースタウンプロジェクト」を立ち上げ。乗馬の
みならず、馬の世話まで含めた地場体験ツアーを企画し、リピーターを作ること
に貢献している。
・都市圏の乗馬愛好者対象のマーケティング
調査や、ホーストレッキングツアーの開催、
ホーストレッキングコースの開発も行う。
【ポイント】
・道内旅行で体験した乗馬が趣味となり、
以来道東の牧場施設等を訪れていたことが
縁で隊員となった。
・本プロジェクトは町で初の官民連携事業。
に し

あ い

づ

ま ち

福島県西会津町

とう

えい ちょう

愛知県東栄町
【概要】
・地域資源を活用した誘客事業

【活動内容】
・美をテーマとした観光振興
・協力隊の卒業生が立ち上げた手作りコスメティック体験事業「naori」の講師
・地域素材を活用した手作り石鹸の商品化に向けた取り組み
・ワラーチワークショップやエコイベントの開催

【ポイント】
・「美」を町の共通テーマとして発信し、集客する
ことで地域が稼ぐ「ビューティーツーリズム」
事業。
その主軸となる「naori」講師を務めることで、
自立への第一歩とする。
た か は ぎ

し

茨城県高萩市

【概要】

【概要】

・伝統工芸の継承（出ヶ原和紙）

・食用ほおずきのブランド化を目的とした活動

【活動内容】

【活動内容】

・体験ワークショップの実施
・商品制作（委嘱状・感謝状・オーダー建具等）
・展示（喜多方プラザ・西会津国際芸術村）
・原料作り
・工房整備（アーティストインレジデンス）

・栽培，収穫，加工，販売，ＰＲ活動を行うほか、農業を通じた地域活性化の取
り組みを行っている。

【ポイント】
・アーティストインレジデンスはリトアニア美術学校
の副校長を務めるアーティストも滞在し、和紙づ
くりを体験した。今後も国際的な交流・PRが期待
できる。

【ポイント】
・食用ほおずきを主とした、農業的ライフス
タイルを確立する事で、交流人口の拡大
を図るなど、ほおずき産地化に向けて活
動している。
・前職を退社後、就農を志し受講した国内外
の研修で習得した知識や経験を活かし食
用ほおずきのブランド化の牽引役として活躍している。
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地域おこし協力隊～「任期終了後」の活躍事例～
うん

なん

とう

し

島根県雲南市

40代女性

起業

か

まち

し

新潟県十日町市

30代男性

就業

【定住状況】

【定住状況】

・任期終了した4名の隊員のうち3名が定住。（平成29年7月1日時点）

・任期終了した40名の隊員のうち27名が定住。 （平成29年8月1日時点）

【活動内容】

【活動内容】

・隊員期間中は小学校が閉校した地域に入り、地域づくりに携わっていた。
・任期終了後、農地付き空家を購入し、農村民泊やカフェをしている。また、
専門性を活かして、小中学校でのダンス授業や、幅広い世代への体づくりの
ワークショップや施術を行なうほか、ラジオで地域情報番組のパーソナリティ
をする等している。

・任期活動中は、地場農産物の地産地消活動、出張販売、春夏秋冬体験アク
ティビティの開発、支援世帯の病院送迎、除雪などに取り組んでいた。
・任期終了後は、里山体験に特化した
法人を立ち上げ、自身もガイドとして、
様々 な里山体験ツアー などを開催し
ている。

【ポイント】

【ポイント】

・元々の専門である体づくりの仕事と、
協力隊の経験を活かした仕事を組み
合わせた「多業」。

みま

さか

・任期中の隊員活動の実績を元にした、
活動地での起業と就業。

し

岡山県美作市

や

20代男性

就農

ず

ちょう

鳥取県八頭町

20代女性

就業

【定住状況】

【定住状況】

・任期終了した17名の隊員のうち12名が定住。 （平成29年6月1日時点）

・任期終了した6名の隊員のうち4名が定住。 （平成29年7月1日時点）

【活動内容】

【活動内容】

・任期期間中は、棚田の再生が活動の軸となり、再生した棚田で農業や、周辺
の森林資源を活かした林業を行う。また古民家を利用したコミュニティスペー
スづくりやイベントへの参加・協力・企画などの活動に取り組んでいた。
・任期終了後は、再生した棚田での米作りや
にんにくなど農作物の生産を行いながら広
葉樹施業、シイタケの原木栽培なども行って
いる。

・任期活動中は、志子部集落で特産品の開発や交流体験事業の企画提案を
行っていた。また地域の特産品を売る販路づくりなどを通して、地域のPR活
動を行っていた。
・任期終了後はきのこの研究機関にコーディ
ネーターとして就業。広報や企画の仕事を
通じてキノコの美味しさや魅力を発信している。

【ポイント】

・地元の人から信頼を得て、活動を行っていた
地で就業。

・過疎化で衰退してしまった棚田での米作りを
再生した。

【ポイント】
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関係人口とは
「関係人口」とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、特定の地域に
継続的に多様な形で関わる者。
○ 地方圏は、人口減少・高齢化により地域づくりの担い手不足という課題に直面しているところ、地域に
よっては若者を中心に、変化を生み出す人材が地域に入り始めており、「関係人口」と呼ばれる地域外の
人材が地域づくりの担い手となることが期待できる。
○

関係人口のイメージ

関係人口が増えることの意義
関係人口は、その地域の担い手として活躍することにと
どまらず、地域住民との交流がイノベーションや新たな価
値を生み、内発的発展につながるほか、将来的な移住者の
増加にもつながることが期待される。また、関係人口の創
出・拡大は、受入側のみならず、地域に関わる人々にとっ
ても、日々の生活における更なる成長や自己実現の機会を
もたらすものであり、双方にとって重要な意義がある。
（第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」抜粋）

関係人口の取組例

＜宮崎県五ヶ瀬町（R元モデル事業）＞
県立中高一貫校の卒業生を対象とした
関係人口案内人育成

＜鳥取県鳥取市（R元モデル事業）＞
地方の農業に関心のある都市部からの
滞在者との協働による農業用水路の修繕

＜愛媛県西条市（H30モデル事業）＞
＜島根県邑南町（H30モデル事業）＞
「自立循環型関係人口プラットフォーム構築事業」での 「はすみファンと共に創る地域」事業
「LOVE SAIJO ファンクラブ」を活用した地場産品のPR
での「INAKAイルミ」の実施
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関係人口のステップアップ
○「関係人口」には地域との関わりや想いの強さに応じて様々な段階が存在
○「関係人口」に地域づくりの担い手になってもらうためには、ステップアップを促していくことが必要

関係人口のイメージ
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棚田オーナー制度を例に関係人口を考える

地域の課題

耕作者がいなくなった棚田
･耕作放棄による景観悪化、 病虫害
の発生の可能性
運営委託・買取

○関係人口による地域課題解決

関係案内所・関係案内人の存在

運営組織
・会費支払い
・田植え、草刈り、
稲刈りなどの
農作業

・収穫した
米を受け取り

都市住民(=関係人口)

関係人口となることの楽しさ
・自分が収穫した米を食べられる
・普段できない農作業の体験
・地域の人や他の参加者とのふれ
あい
・美しい棚田の維持に貢献できて
いるという充実感

地域に波及効果が期待
できることも
・棚田の景観維持による観光客
の増加
・関係人口が繰り返し来訪する
ことによる地域特産品の販売増、
宿泊客増加
・棚田米の直接販売ルートの確
立
・定年後の移住先として検討す
る人もいるかも
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R元関係人口モデル事業
関係深化型

事業の
背景・目的

（福井県坂井市）継続寄附による「百口城主」市政参画プロジェクト
地域課題

関係人口に期待する役割

目標（地域の理想の姿）

 丸岡城周辺では商店街の空き店舗増
加等、かつての賑わいが失速傾向
 市民団体が丸岡城の魅力向上に取り
組んでいるが、地域外からの視点が必要

 丸岡城とその周辺の魅力向上のために、
継続的な寄附金を募るとともに、お城
ファンの視点から、その寄附金の使い道
のアイディアを募集し、実現を目指す

 丸岡城への継続的な支援者「百口城
主」の提案を取り入れた事業に、「百口
城主」と市民がともに取り組み、丸岡城
周辺の魅力が向上

「自動継続寄附サービス」の仕組みを活用して、全国のお城ファンをターゲットとして、丸岡城に関する事業への継続
的な支援者「百口城主」を募集。「百口城主」は、市民も参加するワークショップを通じて、お城ファンならではの新し
い視点から寄附金の使い道を提案。
坂井市
地域側の受入主体

取組の
概要

• 坂井市役所（総合政策部企
画情報課、同シティセールス推
進課）

募集・アプローチ

• ふるさと納税ポータルサイトへの掲載
• 「百口城主の集い」などイベントでのPR、チラシ配布、メルマガ
※実際の人物（お城ファン）を元に、ペルソナを具体的に設定

つながり・関わりの仕組み（機会・場）
百口城主御成りツアー

【ステップ３ 参画】

協力者
• （一社）丸岡城天守を国宝
にする市民の会
• 福井県立丸岡高等学校 地
域協働部
• 丸岡観光ボランティアガイド協会
• （株）トラストバンク

主な成果

参画度 高

パートナー層

イベント
実施スタッフ
ワークショップ
に参加

ファン層

「百口城主」7名と市民14
名が参加し、丸岡城周辺
の課題を探るツアーと、寄
附金の使い道を提案する
ワークショップを実施

支援者層
寄附者層

使い道の提案

【ステップ２ 理解】
取組みの理解・課題の認識

【ステップ１ 認知】

主なターゲット
• 全国のお城ファン
• 坂井市への寄附者
寄附金の使い道で「丸岡城に関
する事業」を選択した人
坂井市出身の都市部在住者
実際の参加者

継続寄附、
ツアーや
イベント参加、
寄附金の
使い道の提案

＜百口城主＞
・36名が加入（令和２年２月末時点）

百口城主の登録
寄附者

潜在層
参画度 低

潜在寄附者(お城ファン)
層の幅（人数規模のイメージ）

継続寄附による「百口城主」に36名が加入（令和２年２月末時点）。寄附金の使い道のアイディアとして16件が提案
され、そのうち丸岡城周辺のサイン整備、レンタサイクルの整備など５件のアイディアを市民代表、議会代表、市職員に
より構成される寄附市民参画基金検討委員会が採択。令和２年４月１日より寄附を募り、その実現を目指す。
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R元関係人口モデル事業
裾野拡大型

（富山県高岡市）都市部のクリエイティブ・クラスターに向けた
文化創造都市高岡情報発信事業

○高岡市の文化資源や高岡の制作環境の魅力をクリエイターにPR。
○クリエイター自身が高岡の魅力を発信することによって高岡市の知名度をさらに向上させる。
地域課題

関係人口の役割

目標

 少子高齢化・ライフスタイルの変化による地域産
業の衰退

 クリエイティブな発想で高岡市の地域活性化や、
「文化創造都市高岡」の実現を後押し

 高岡市の産業とクリエイターのコラボレーション
 制作拠点として高岡市を選択するクリエイターの
増加

関係人口と地域とのつながり（イメージ）
地域とつながる活動・仕組み
高岡市PRイベント
「Creators Meet TAKAOKA」
 渋谷で高岡市のものづくりの魅
力をPR
「高岡体験・交流ツアー」
 高岡市の伝統産業の工房・クリ
エイターを支援する公的施設等
を視察
 現地の
職人と
交流

高岡市
企画・全体管理
ツアー参加者の受入
情報提供
高岡伝統産業青年会
NPO法人
金屋町元気プロジェクト
（公財）高岡市民
文化振興事業団
ツアーで高岡を体験

SNS広告・チラシ配布・
プレスリリース

【関係案内人
（有）エピファニー
ワークス
イベントの企画

高岡市に関心を持つ
クリエイティブ・クラスター
-PRイベントに334名
が参加
-ツアーに12名参加
-Webサイト「文化創造
都市高岡」30,000PV
超

ターゲット
 首都圏のクリエイター層
（写真・映画、文学、デザイン、
ものづくり等）
募集の仕組み





美術館等へのチラシ配布
プレスリリース
SNS広告
PRイベント登壇者による発信

イベント・ツアーへの参加

成果
 高岡市PRイベントへの来場者数は目標（100名）を大きく上回る334名が来場。高岡に関心を持つクリエイターの連絡先74件を獲得
 高岡体験・交流ツアー参加者のほとんどから「また高岡に来たい」との感想あり
 関係人口は、SNS（Facebook）上のグループを通じて継続的に情報共有・交換を実施
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1.情報発信

地域おこし協力隊・関係人口ポータルサイト

一般社団法人 移住・定住機構（JOIN）
地域おこし協力隊ポータルサイト

○隊員募集情報の掲載（地域別・カテゴリ別に検索可能）
・これまで3,500件以上の募集情報を掲載
○隊員希望者登録システム
・協力隊員希望者が希望する地域、活動内容、
自身のスキル等を登録
（現在600名以上の希望者が登録）
・隊員を募集する自治体が閲覧して、
直接希望者へ連絡することも可能。
○隊員の活動事例やSNS・ブログ紹介
○動画による募集情報発信

総務省 関係人口ポータルサイト
○過去のモデル事業取組事例の掲載
（地域別・取組パターン別に検索可能）
・モデル事業以外の全国の取組についても掲載
○関係人口関連のイベント情報の掲載
・総務省主催の説明会・研修会情報のほか、各自治体が
開催するイベントの情報を掲載
取組事例やイベント情報についてはページ内のフォー
ムから登録可能
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