
人口減少・高齢化に伴い、特に地方では、地域づくりの担
い手不足という課題に直面しています。
こうした課題に対し、移住した定住人口でも、観光に来た
交流人口でもない、地域と多様に関わる者である「関係人
口」を増やすための取り組みを行っている地域について、総務
省ではモデル事業として採択し、支援しています。
この度、令和元年度のモデル事業に採択された全国44
自治体による成果報告会を、2日間の日程で開催します。
関係人口の創出・拡大に向けた施策をご検討中の地方
自治体の方や、地域振興を担っている中間支援組織の方
など、関係人口にご関心をお持ちの多くの皆様のご参加をお
待ちしています。

関係深化型
・

関係創出型

裾野拡大型
裾野拡大

(外国人)型

・

主催 ／

■開催日：令和２年２月17日（月）
■時 間：13:30～18:45

終了後、名刺交換会を開催します

■会 場：品川フロントビル会議室
（東京都港区港南2丁目3-13 B1階）

■アクセス：

（開場13:00）

事前申込制
■お申込み方法 は、
裏面をご覧ください >>

○ JR山手線・京浜東北線・横須賀線・東海道本線
「品川駅」港南口より徒歩3分

○ 東海道・山陽新幹線「品川駅」港南口より徒歩3分
○ 京急「品川駅」より徒歩8分

■参加費：無料
定員になり次第、
締め切らせていただきます。

■開催日：令和２年２月18日（火）
■時 間：13:30～18:45

終了後、名刺交換会を開催します

■会 場：TKP新橋カンファレンスセンター
〈ホール14E/14F/14G〉

（東京都千代田区内幸町1丁目-3-1 幸ビルディング14階）

■アクセス：

（開場13:00）

○ JR山手線・京浜東北・根岸線・東海道本線・横須賀線
「新橋駅」日比谷口より徒歩7分

○ 東京メトロ銀座線「新橋駅」8番出口より徒歩7分
○ 都営浅草線「新橋駅」8番出口 徒歩7分
○ 東京メトロ日比谷線・丸ノ内線・千代田線
「霞ケ関駅」 C4 徒歩8分

■定 員：200名 ■定 員：250名



関係深化型
・

関係創出型

裾野拡大型
裾野拡大

(外国人)型

・

主催 ／

時 間／会 場 14G 14E 14F

13:30～ 13:45【15分】 開会挨拶

成果報告【1団体あたり30分】
内容：成果発表[15分]＋講評 [10分](＋移動・準備[5分])

13:50
～

15:15
【85分】
発表①

13:50～14:20 つくば市
[茨城県]

小山市
[栃木県]

鹿沼市
[栃木県]

14:20～14:50 松田町 東御市
[長野県] 岩手県

14:50～15:15 住田町
[岩手県]

湯沢市
[秋田県]

高岡市
[富山県]

15:25
～

16:50
【85分】
発表②

15:25～15:55 氷見市
[富山県] [京都府]

横手市
[秋田県]

15:55～16:25 鳥取県 北海道 菊池市
[熊本県]

16:25～16:50 海士町
[島根県]

肝付町 丸森町
[宮城県]

17:00
～

18:25
【85分】
発表③

17:00～17:30
[奈良県]

大館市
[秋田県] [北海道]

17:30～18:00 邑南町
[島根県]

阿南市
[徳島県]

18:00～18:25
[徳島県]

津野町
[高知県]

18:25～ 18:40【15分】 講評、全体質疑

18:40～ 18:45【 ５分】 閉会挨拶、来年度事業概要紹介

18:45～ 19:30【45分】 名刺交換会（自由参加）

東みよし町

福知山市

［鹿児島県］

下北山村 秩父別町

和歌山県

時 間／会 場 Room１ Room２

13:30～ 13:45【15分】 開会挨拶

成果報告【1団体あたり30分】
内容：成果発表[15分]＋講評 [10分](＋移動・準備[5分])

13:50
～

15:15
【85分】
発表①

13:50～14:20 村上市
[新潟県] 秋田県

14:20～14:50 燕市
[新潟県]

矢祭町
[福島県]

14:50～15:15 長浜市
[滋賀県]

横瀬町
[埼玉県]

15:25
～

16:50
【85分】
発表②

15:25～15:55 五ヶ瀬町
[宮崎県]

館山市
[千葉県]

15:55～16:25 坂井市
[福井県]

根羽村
[長野県]

16:25～16:50 陸前高田市
[岩手県]

鳥取市
[鳥取県]

17:00
～

18:25
【85分】
発表③

17:00～17:30 長岡市
[新潟県] [鹿児島県]

17:30～18:00 山梨県 泰阜村
[長野県]

18:00～18:25 志布志市
[鹿児島県]

三木町
[香川県]

18:25～ 18:40【15分】 講評、全体質疑

18:40～ 18:45【 ５分】 閉会挨拶、

18:45～ 19:30【45分】 名刺交換会（自由参加）

［神奈川県］

いちき串木野市

来年度事業概要紹介

■開催日：令和２年２月17日
■時 間：13:30～18:45
■会 場：品川フロントビル会議室
（東京都港区港南2丁目3-13 B1階）
■プログラム（発表順は変更の可能性があります）

（月）

【関係深化型・関係創出型】

TKP新橋カンファレンスセンター

■開催日：令和２年２月18日
■時 間：13:30～18:45
■会 場：
（千代田区内幸町1丁目-3-1 幸ビルディング14階）

■プログラム（発表順は変更の可能性があります）

（火）

WEBでのお申し込みができない場合▽

 WEBでのお申込み
（株）価値総合研究所HP「参加募集」

 E-mailでのお申込み
【①お名前 ②所属団体名・部署名 ③お電話番号
④メールアドレス】について明記の上、運営事務局
（E-mail:kankei@vmi.co.jp）あてお申込み
ください。

総務省地域力創造グループ地域自立応援課
（担 当：中村、近藤、川原）
電 話：03-5253-5391
E-mail：chiikikasseika1@soumu.go.jp

■お申し込み方法 〇お申込み先は開催日により異なりますのでご注意ください。 〇お申込後、参加証等の送付はいたしません。
〇定員に達した場合には、お断りのご連絡をさせていただきますので、その連絡がない場合にはそのまま会場へお越し下さい。｜

https://www.vmi.co.jp/jpn/c
onsulting/seminar/2020/seik
ahoukokukai.html

■報告会内容に関するお問い合わせ先

 WEBでのお申込み
みずほ情報総研（株）HP「イベント・セミナー」

 E-mailでのお申込み
【①お名前 ②所属団体名・部署名 ③お電話番号
④メールアドレス】について明記の上、運営事務局
（E-mail:kankeijinko@mizuho-ir.co.jp）あて
お申込みください。

総務省地域力創造グループ地域政策課
（担 当：上原）
電 話：03-5253-5523
E-mail：chisei@soumu.go.jp

■報告会内容に関するお問い合わせ先

WEBでのお申し込みができない場合▽

〇「関係人口創出・拡大事業」モデル事業や各モデル団体の取組の概要は、
「『関係人口』ポータルサイト」（ http://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/ ）及び
総務省HP（ https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/kankeijinkou.html ）をご覧ください。
〇会場席数に限りがあるため、定員を超えるお申込みをいただいた場合、大変恐縮ですがお断りさせていただくことがございます。

〇入退室はいずれの時間においても自由です。（特定の団体発表のみを聴講することも可能です。）

【裾野拡大型・裾野拡大（外国人）型】

https://www.mizuho-
ir.co.jp/seminar/info/2020/k
ankeijinkou_report0218.html

https://www.vmi.co.jp/jpn/consulting/seminar/2020/seikahoukokukai.html
http://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/kankeijinkou.html
https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2020/kankeijinkou_report0218.html
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