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政府基本方針
(2019.12.20閣議決定)

(趣旨)

SDGsの基本理念 = 地方創生の求めるもの

SDGsを原動力とした地方創生を推進

国、地方公共団体等において、様々な取組に経済、社会
及び環境の統合的向上などの要素を最大限反映

全ての関係者の役割を重視し、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と
包摂性のある社会の実現を目指して、経済・社会・環境を巡る広範な課題解
決に統合的に取り組む 2



SDGsを原動力とした地方創生の例
(二つ)

1 和歌山県田辺市

2 富山県南砺市
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１ 和歌山県田辺市
～担い手は中から見つかる～

人口：８２，５３７人
（2018.10.1）
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田辺版ローカルSDGsの主な取組み

○ サスティナブル・ツーリズム「持続可能な観光」の
日本における牽引役
(世界文化遺産「熊野古道」、自然・文化資源の活用)

○ 地域循環共生圏の重視

○ 担い手同士のパートナーシップの重視
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田辺モデルに各地が注目

産官学金言

意欲あるマチの二代目 中から「みつける」

土曜日の午後 みんなで
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２ 富山県南砺市
～関係人口・副業人材を生かした地方創生～

人口：５６，７４３人
（2018.10.1）
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南砺版ローカルSDGsの主な取組み
○支えあいによるまちづくり、

木材等地域資源の循環重視

○政府の「SDGs未来都市」に選定された
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○人の取り合いでなくシェアの発想



南砺市『副業』応援市民プロジェクト概要

南砺市

南砺市の課題

Uターン促進につながる良質な関係人口の
創出。継続的に南砺市と関わり、南砺市
のファンとなる応援市民を増やす。

南砺市企業の課題

事業拡大のノウハウやスキルを持つ高度
人材が地域に少ない。また、それら人材
を継続雇用する企業体力も不足。

都市部人材（正社員）

キャリアアップや良質な経験機会を得た
い都市部人材と、人材不足の地方企業を
「副業」でマッチングするサービス。

都市部

南砺市役所

南砺市企業

（副業プラットフォーム「Skill Shift」）

すぐに
移住はしない

副業
したい

趣味

南砺市『副業』応援市民
プロジェクト拠点

南砺市、南砺市商工会、㈱grooves（グ
ルーヴス）が南砺市クリエイタープラ
ザを拠点とし、都市部人材と
地域企業のマッチングを促進します。

新しい人材活用
セミナー・啓蒙

南砺市企業の
副業人材募集 実力を

試したい

地域貢献
地方創生

将来的に
Uターンにつながる
関係人口増やしたい

事業拡大したい
人材育成したい
雇用はできない

都市部人材

「副業解禁」されている企業に勤める正社員は
様々な業務スキル・ノウハウを持っている。
お小遣い稼ぎより「やりがい」を重視する高度人材層。

副業を通じた良質で継続的な関係人口
将来的な移住・定住

帰省

営業強化やマーケティング手法、IT活用、海外進出など、都市
部企業の正社員がもつ業務スキルやノウハウを
「副業」で取り込み、事業強化につなげる。
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（4）対応記録、Skill Shiftでの掲載データ

以下、市内企業に対するセミナー参加後での掲載までの対応を行い、合計16件の副業掲載を実施した。

No. 事業者名 募集タイトル ジャンル 対応日 対応内容 募集期間 応募者数 採用の有無採用人数

1 日の出屋製菓産業株式会社
老舗米菓「しろえびせんべい」の越境ECの運営サポー
ト

営業企画 2018年7月11日
海外事業および海外ECサイトの運営に関する相談内容
について副業掲載を薦め、募集を行った。

2018年7月13日 ➡
2018年8月3日

3名 有 1名

2 石崎家具株式会社
＜木工の街の家具メーカー＞営業戦略の強化をお願いし
ます！

営業企画 2018年8月17日
B2Bの営業戦略・企画および店長クラスの人材育成を
期待し、営業力強化の募集を行った。

2018年8月21日 ➡
2018年9月30日

7名 有 1名

3 福光タクシー株式会社
タクシーなどの輸送サービスを活用した企画提案大募
集！

営業企画 2018年10月19日
タクシーを活用した観光企画を一緒に考えられる人を
求め、営業企画で募集した。

2018年10月19日 ➡
2018年12月14日

12名 有 1名

4 一般社団法人利賀ふるさと財団
標高700ｍの大自然に囲まれたキャンプ場の集客を上げ
たい！

営業企画 2018年10月19日
キャンプ場の活性化および利賀に通える人・利賀の地
域性をよく理解してくれる人を募集した。

2018年10月22日 ➡
2018年10月29日

6名 有 1名

5 スタジオパール株式会社
地方創生のための新事業企画・マネジメントができる方
を募集！

営業企画 2018年10月15日
事業相談および、テレビ電話ツールの使い方について
フォロー対応を行った。

2018年10月22日 ➡
2018年11月1日

4名 有 3名

6 合同会社太陽 ボディケア（整体）事業の経営戦略をお願いします！ 経営企画 2018年10月19日
店舗が移転してからの新たな営業先の開拓および経営
計画作りを一緒に考えてくれる方を募集した。

2018年10月24日 ➡
2018年12月17日

2名 無 -

7 株式会社ワイズモトスポーツ
イタリアブランドのオートバイ販売を加速させる経営企
画者を募集

経営企画 2018年10月22日
バイクの輸入・販売代理店のビジネスに関する経営・
販売戦略を一緒に考えてくれる方を募集した。

2018年11月2日 ➡
2018年12月17日

4名 無 -

8 立野原観光農園
いちご狩り農園の経営企画に一緒に取り組んでくださる
方を募集

経営企画 2018年10月24日
別の助成金事業とのバランスを考慮し、中長期的な経
営計画を一緒に考えてくれる方を募集した。

2018年11月5日 ➡
2018年12月17日

5名 無 -

9 株式会社ロンウッド
木製バットの名産地！木製バットビジネスの経営企画者
を募集！

経営企画 2018年10月22日
営業および社内人材育成などの計画を作成するため
に、経営企画を一緒に考えてくれる方を募集した。

2018年11月6日 ➡
2018年12月14日

9名 有 1名

10 オカダ電装 車好き集まれ！自動車整備工場の経営戦略サポート！ 経営企画 2019年3月4日
先代から代替わりを行い、今後の経営計画・事業計画
について一緒に考えてくれる方を募集した。

2019年3月5日 ➡
2019年3月12日

4名 有 1名

11 株式会社山秀木材 ヤマヒデホーム
WEBからの誘客増加の戦略企画を一緒に考えてくださ
る方募集！

情報システム 2019年3月4日
現在での対面・口コミによる問い合わせに加えて、HP
やSNSなどのインターネットからの問い合わせ増加を
目的としたIT活用ができる人材を募集した。

2019年3月6日 ➡
掲載中

10名 現在募集中 -

12 株式会社島田木材 森林資源を活かした商品企画のアイディア提案求む！ 商品開発 2019年3月1日
利賀のミズナラなど森林資源を活用した自社商品作り
ができる商品開発担当を募集した。

2019年3月6日 ➡
2019年3月12日

6名 有 1名

13 株式会社KO-KEN 北陸の食の販路拡大のための営業企画募集！ 営業企画 2019年2月28日
機能性野菜を活用した商品作り、販売店開拓を行える
営業人材の募集を行った。

2019年3月6日 ➡
掲載中

11名 現在募集中 -

14 株式会社新陸運輸
【会社を整える】トラック運送・倉庫業の人事戦略担当
を募集！

人事・組織開発 2019年3月7日
今後の新卒採用や中途採用者の定着を目的とした人事
制度の見直しを予定しており、人事・組織開発に専門
性のある方を募集した。

2019年3月11日 ➡
2019年3月16日

4名 有 1名

15 株式会社国際有機公社
【新鮮な野菜プレゼント】農業ビジネスを考えてくれる
方を募集！

経営企画 2019年3月11日
自社ビジネスの棚卸しと、土壌分析などの独自の技術
を商品・サービス化するための経営計画作りを一緒に
行ってくれる方を募集した。

2019年3月11日 ➡
2019年3月16日

3名 有 1名

16 株式会社北川電機商会
外部の目線で業務フローの見直しのアドバイスをお願い
します！

経営企画 2019年3月12日
複数ある業務システムの統合化を検討しており、業務
フローの見直しおよびITベンダーへの発注するための
IT企画を行ってくれる方を求めて募集した。

2019年3月12日 ➡
掲載中

7名 現在募集中 -
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田辺市と南砺市の事例から学べること (1/2)

1地方創生もローカルSDGsも、決め手は ○○
2 ○○については、

やる気あり、ビジネス感覚のある△△中心

そんな△△ は、中から見つかる。中にいるはず。
育てるよりも、交流させて、その気にさせる
どうしてもいなければ、外から、
→ 外からといっても、抱え込むのは、人不足で困難

「シェア」の時代、分かち合おう
35



3 ○○の調整役は、自治体だが、
ビジネス感覚のある△△をみつけるのは、「 」

田辺市と南砺市の事例から学べること (2/2)

4 地方創生もローカルSDGs 

「 」の役割期待大きい
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当地の金融機関も、ローカルSDGsを
原動力とした地方創生に貢献している

肥後銀行
環境省と人材のシェア

鹿児島銀行
ローカルSDGs事業への寄付(企業版ふるさと納税)

大分銀行
肉用牛の放牧 耕作放棄地回避

宮崎銀行
農業法人夢逢いファーム運営
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38（出所）肥後銀行HP
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40（出所）首相官邸HP



41（出所）首相官邸HP



42（出所）首相官邸HP



43（出所）㈱夢遭いファームHP



44（出所）㈱夢遭いファームHP



1 SDGs関係人口の創出

2 SDGs企業版ふるさと納税の実践

今後の可能性

ローカルSDGs×地方創生
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（例1） 国立公園
草原等維持

定期ボランティア 都会の若者
関係人口支援

自治体・国

企業(s)
呼び込み、ESG投資

金融機関(s) 投資家

(事務手続、成果に係るリターン)

(ふるさと納税)
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水産業

（例2 ） 地域資源を用いた持続可能な産業
農業 林業

副業 都会のIT等専門家

リサイクル事業

関係人口支援
自治体・国

地熱発電 小水力発電

企業(s)
呼び込み、ESG投資

金融機関(s) 投資家

(事務手続、成果に係るリターン)

(ふるさと納税)
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○ 金融機関
預金・決済機能 + 資金供与
事務手続き、成果へのリターン

○ 国
企業版ふるさと納税拡充+関係人口支援

○ 都会の若者
高度な専門知識・ノウハウ
新しい価値観。金銭以外の観点から副業

～～～ 着眼点 ～～～
ローカルSDGs×地方創生
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