
自治体総合フェアプレスリリース 

報道関係者各位 
2009 年から 2019 年までに 163 組のカップル誕⽣︕
加賀市・加賀商工会議所「加賀商工会議所婚活プロジェクト」が、 

グランプリを受賞︕オンライン事例発表を開催︕︕ 

一般社団法人 日本経営協会（会⻑︓⾼原豪久、東京都・渋⾕区）が主催する、「自治体総合フ
ェア」における特別企画「第 12 回協働まちづくり表彰」にて、加賀市・加賀商工会議所「加賀
商工会議所婚活プロジェクト」がグランプリを受賞しましたので、お知らせいたします。 

 

一般社団法人日本経営協会 

⾃治体と企業、住⺠等の協働で 
⽣まれる新しい取り組みを表彰︕! 

「協働まちづくり表彰」は、公と官が協働・連 
携して推進したプロジェクト・活動・制度・枠 
組み作りなどの取り組みの中から、自治体経営 
のイノベーションをけん引し、地域社会の活性 
化に大いに貢献したプロジェクトを選出し、表 
彰いたします。 

受賞作品が⽣まれた秘密や特徴をご紹介 
オンライン事例発表を開催︕

「自治体総合フェア」特別企画として、12 月 4
日 （ ⾦ ） 14 時 30 分 よ り 、 ZOOM と
YouTubeLIVE にてオンライン事例発表を開催
いたします。オンライン事例発表では、「地域を
超える人々の繋がり」をテーマに台本ナシのフリ
ーディスカッションを⾏います。 

協働まちづくり表彰の２つのポイント 〜今、注目の⾃治体を紹介〜 

「第 12 回協働まちづくり表彰」 
オンライン事例発表

日時︓2020 年 12 月 4 日（⾦）14:30〜15:15 
配信方法︓ZOOM・YouTubeLIVE 
YouTubeLIVE は、 
NOMA コンベンションセンターチャンネルで公開︕ 
https://www.youtube.com/channel/UCMqFOaF6CEzD9cGHnMlLz8Q/featured  

ここでしか聞けない秘話や苦労話も︕︖ 
ぜひご参加ください︕ 

写真︓2019 年表彰式 

写真︓2019 年事例発表 

写真︓2019 年会場風景 
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自治体総合フェアプレスリリース 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

受 賞 団 体︓加賀市・加賀商工会議所 
主な協働団体︓大同工業㈱、㈱月星製作所、村田機械㈱加賀工場、 ㈱ 

受 賞 団 体︓千葉県四街道市 
主な協働団体︓ 
NPO 法人四街道プレーパークどんぐりの森  
よつかいどう野外保育さとのたね  
四街道市みんなで地域づくりセンター  
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名称︓ 
みんなでつつみこむあたたか地域づくり   

受 賞 団 体︓埼玉県横瀬町 
主な協働団体︓ 
採択案件の提案者計７１の企業・大学・団体・個人等  
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名称︓ 
よこらぼ〜横瀬町とコラボする研究所〜  
 

受 賞 団 体︓愛知県津島市 
主な協働団体︓縁側カフェ「えん」運営委員会、 
神島田小学校区コミュニティ推進協議会、南地域包括支援センター  
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名称︓ 
「地域の宝探し」×「⾃分探し」 
＝∞happy（インフィニティハッピー） 

⾃治体総合フェアとは 
人口減少、災害対応、インフラの⽼朽化等の課題への具
体的なソリューションを提供するとともに、自治体経
営の⾰新・業務効率化・⾏政サービスの向上を図り、豊
かで魅⼒ある地域社会の実現に寄与することを目的に
開催。＜Web＞https://noma-lgf.jp/ 

企業⽴地フェアとは 
地域活性化や地域再生を進める地方公共団体と、最適
なビジネス環境や優秀な雇用確保を求める企業や産業
との交流の場となることを目的に開催。 
＜Web＞https://noma-bcd.jp 

【お問合せ先】 
日本経営協会 自治体総合フェア事務局 
TEL︓03-3403-1338 FAX︓03-5413-4327 
E-mail︓lgf@noma.or.jp 

受 賞 団 体︓静岡県静岡市 
・静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・る  
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名称︓ 
静岡市こどもクリエイティブタウン 

ま・あ・る 
 

助成⾦・協賛⾦などを受けず、人口減
少対策・地域活性化等を目的に地元企
業の有志従業員を中心に１１名で構
成したプロジェクト委員が運営して
いることで、多数の地元企業の協⼒の
もと様々な婚活イベントを開催。2019
年には加賀市とともにご当地すごろ
く「kagasugoroku」の製作などを⾏
い、カップル誕生だけでなく幅広い成
果と効果を生み出している。 

 
インフィニティ 

ハッピー賞 



⾃治体総合フェアプレスリリース 

一般社団法人日本経営協会 
 
 
 
 
 

一般社団法人 日本経営協会（会⻑︓⾼原豪久、東京都・渋⾕区）が主催する、「⾃治体総合フェ
ア」における特別企画「第 12 回協働まちづくり表彰」において、加賀市・加賀商工会議所「加
賀商工会議所婚活プロジェクト」がグランプリを受賞しましたので、お知らせいたします。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受 賞 団 体︓石川県加賀市・加賀商工会議所 
主な協働団体︓大同工業㈱、㈱月星製作所、村田機械㈱加賀工場、 ㈱ 

⾃治体と企業、住⺠等の協働で 

       ⽣まれる新しい取り組みを表彰︕! 
 
「協働まちづくり表彰」は、公と官が協働・連 
携して推進したプロジェクト・活動・制度・枠 
組み作りなどの取り組みの中から、⾃治体経営 
のイノベーションをけん引し、地域社会の活性 
化に大いに貢献したプロジェクトを選出し、表 
彰いたします。 

受賞作品が⽣まれた秘密や特徴をご紹介 

表彰式・事例発表を開催︕ 
 
「⾃治体総合フェア」特別企画として、12 月 4 日 
（⾦）14 時 30 分より、ZOOM と YouTubeLIVE 
にてオンライン事例発表を開催いたします。オンラ 
イン事例発表では、「地域を超える人々の繋がり」を 
テーマに台本ナシのフリーディスカッションを⾏い 
ます。 
 

協働まちづくり表彰の２つのポイント︕ 

概要︓助成⾦・協賛⾦などを受けず、人口減少対策・地域活性化等を目的に地元企業の有志従業員を中心に１１名で構成したプロジェクト
委員が運営していることで、多数の地元企業の協⼒のもと様々な婚活イベントを開催。2019 年には加賀市とともにご当地すごろく
「kagasugoroku」の製作をなど⾏い、カップル誕生だけでなく幅広い成果と効果を生み出している。 
 

⾃治体と企業・住⺠等の協働で⽣まれる新しい取組みを表彰︕ 



⾃治体総合フェアプレスリリース 

 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受 賞 団 体︓ 千葉県四街道市 
主な協働団体︓ NPO 法人四街道プレーパークどんぐりの森、よつかいどう野外保育さとのたね 、四街道市みんなで地域づくりセンター  
プロジェクト名︓ みんなでつつみこむあたたか地域づくり 
概 要︓ まちに関わるすべての人が「地域づくり」を担う主役=「みんなで地域づくり」

を合⾔葉に地域づくりを進める四街道市。市⺠団体と⾏政、そして多様な市⺠
参画を得ながら、課題に主体的に取り組んでいる。 

⾃治体総合フェアとは 
人口減少、災害対応、インフラの⽼朽化等の課題への具体的なソ
リューションを提供するとともに、⾃治体経営の⾰新・業務効率
化・⾏政サービスの向上を図り、豊かで魅⼒ある地域社会の実現
に寄与することを目的に開催。＜Web＞https://noma-lgf.jp/ 
 

企業⽴地フェアとは 
地域活性化や地域再生を進める地方公共団体と、最適
なビジネス環境や優秀な雇用確保を求める企業や産業
との交流の場となることを目的に開催。 
＜Web＞https://noma-bcd.jp 
 

【お問合せ先】 
日本経営協会 ⾃治体総合フェア事務局 
TEL︓03-3403-1338 FAX︓03-3403-5716 
E-mail︓lgf@noma.or.jp 

開催日時︓ 
２０２０年 12 月 4 日（⾦）14︓ 30〜 15︓ 15  

2019 年『第 11 回協働まちづくり表彰』 
表彰式・事例発表様⼦ 

受賞プロジェクト・事例発表＠オンラインを開催︕ 
ここでしか聞けない秘話や苦労話も︕︖ぜひご参加ください︕ 

配信方法︓ 
ZOOM・YouTubeLIVE（        ） 
YouTube NOMA コンベンションセンターチャンネル︓ 
https://www.youtube.com/channel/UCMqFOaF6CEzD9cGHnMlLz8Q/featured  

NOMA コンベンションセンターチャンネル 

受 賞 団 体︓ 静岡県静岡市・静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・る 
プロジェクト名︓ 静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・る 
概 要︓ 子どもたちの⾃主性や創造性を育み、社会・経済の仕組み、地域産業を学ぶた

めの施設として開館。子どもたちが地域の大人から直接仕事の楽しさ等を学ぶ
ことができる。まちの活性化とともに将来のまちづくりにもつながっている。 

受 賞 団 体︓ 埼玉県横瀬町 
主な協働団体︓ 採択案件の提案者計７１の企業・大学・団体・個人等 
プロジェクト名︓ よこらぼ〜横瀬町とコラボする研究所〜 
概 要︓ 横瀬町の官⺠連携プラットフォーム事業。特定の課題を設定せず、「横瀬町でチ

ャレンジしたい︕」という企業や個人からオープンに提案を募集。町にヒト、モ
ノ、カネ、情報を継続流⼊させる仕組みとして、よこらぼが⽣まれた。 

受 賞 団 体︓ 愛知県津島市 
主な協働団体︓ 縁側カフェ「えん」運営委員会、神島田小学校区コミュニティ推進協議会、南地域包括支援センター   
プロジェクト名︓ 「地域の宝探し」×「⾃分探し」＝∞happy（インフィニティハッピー） 
概 要︓ 顔と顔の⾒える関係性を取り戻し「地域コミュニティ⼒」の再⽣を図ることを

目的したプロジェクト。住⺠⾃らが地域資源を探し、⾃分ができること持ち寄
り、オリジナリティある居場所を創出した。 

インフィニティ 
ハッピー賞 



⾃治体総合フェアプレスリリース 

一般社団法人日本経営協会 
 
 
 
 
 

一般社団法人 日本経営協会（会⻑︓⾼原豪久、東京都・渋⾕区）が主催する、「⾃治体総合フェ
ア」における特別企画「第 12 回協働まちづくり表彰」において、千葉県四街道市「みんなでつ
つみこむあたたか地域づくり」が準グランプリを受賞しましたので、お知らせいたします。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受 賞 団 体︓千葉県四街道市 
主な協働団体︓NPO 法人四街道プレーパークどんぐりの森、よつかいどう野外保育さとのたね 、四街道市みんなで地域づくりセンター  

⾃治体と企業、住⺠等の協働で 

       ⽣まれる新しい取り組みを表彰︕! 
 
「協働まちづくり表彰」は、公と官が協働・連 
携して推進したプロジェクト・活動・制度・枠 
組み作りなどの取り組みの中から、⾃治体経営 
のイノベーションをけん引し、地域社会の活性 
化に大いに貢献したプロジェクトを選出し、表 
彰いたします。 

受賞作品が⽣まれた秘密や特徴をご紹介 

表彰式・事例発表を開催︕ 
 
「⾃治体総合フェア」特別企画として、12 月 4 日 
（⾦）14 時 30 分より、ZOOM と YouTubeLIVE 
にてオンライン事例発表を開催いたします。オンラ 
イン事例発表では、「地域を超える人々の繋がり」を 
テーマに台本ナシのフリーディスカッションを⾏い 
ます。 
 

協働まちづくり表彰の２つのポイント︕ 

概要︓まちに関わるすべての人が「地域づくり」を担う主役=「みんなで地域づくり」を合⾔葉に地域
づくりを進める四街道市。市⺠団体と⾏政、そして多様な市⺠参画を得ながら、課題に主体的に
取り組んでいる。 

⾃治体と企業・住⺠等の協働で⽣まれる新しい取組みを表彰︕ 



⾃治体総合フェアプレスリリース 

 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受 賞 団 体︓ 石川県加賀市・加賀商工会議所 
主な協働団体︓ 大同工業㈱、㈱月星製作所、村田機械㈱加賀工場、ナイテック・プレシジョン・アンド・テクノロジーズ㈱   
プロジェクト名︓ 加賀商工会議所婚活プロジェクト  
概 要︓ 助成⾦・協賛⾦などを受けず、人⼝減少対策・地域活性化等を目的に地元企業の有志従業員を中⼼

に１１名で構成したプロジェクト委員が運営。多数の地元企業の協⼒のもと様々な婚活イベントを
開催。2019 年には加賀市とともにご当地すごろく「kagasugoroku」の製作などを⾏い、カップ
ル誕⽣だけでなく幅広い成果と効果を⽣み出している。 

⾃治体総合フェアとは 
人⼝減少、災害対応、インフラの⽼朽化等の課題への具体的なソ
リューションを提供するとともに、⾃治体経営の⾰新・業務効率
化・⾏政サービスの向上を図り、豊かで魅⼒ある地域社会の実現
に寄与することを目的に開催。＜Web＞https://noma-lgf.jp/ 
 

企業⽴地フェアとは 
地域活性化や地域再生を進める地方公共団体と、最適
なビジネス環境や優秀な雇用確保を求める企業や産業
との交流の場となることを目的に開催。 
＜Web＞https://noma-bcd.jp 
 

【お問合せ先】 
日本経営協会 ⾃治体総合フェア事務局 
TEL︓03-3403-1338 FAX︓03-3403-5716 
E-mail︓lgf@noma.or.jp 

開催日時︓ 
２０２０年 12 月 4 日（⾦）14︓ 30〜 15︓ 15  

2019 年『第 11 回協働まちづくり表彰』 
表彰式・事例発表様⼦ 

受賞プロジェクト・事例発表＠オンラインを開催︕ 
ここでしか聞けない秘話や苦労話も︕︖ぜひご参加ください︕ 

配信方法︓ 
ZOOM・YouTubeLIVE（        ） 
YouTube NOMA コンベンションセンターチャンネル︓ 
https://www.youtube.com/channel/UCMqFOaF6CEzD9cGHnMlLz8Q/featured  

NOMA コンベンションセンターチャンネル 

受 賞 団 体︓ 静岡県静岡市・静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・る 
プロジェクト名︓ 静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・る 
概 要︓ 子どもたちの⾃主性や創造性を育み、社会・経済の仕組み、地域産業を学ぶた

めの施設として開館。子どもたちが地域の大人から直接仕事の楽しさ等を学ぶ
ことができる。まちの活性化とともに将来のまちづくりにもつながっている。 

受 賞 団 体︓ 埼玉県横瀬町 
主な協働団体︓ 採択案件の提案者計７１の企業・大学・団体・個人等 
プロジェクト名︓ よこらぼ〜横瀬町とコラボする研究所〜 
概 要︓ 横瀬町の官⺠連携プラットフォーム事業。特定の課題を設定せず、「横瀬町でチ

ャレンジしたい︕」という企業や個人からオープンに提案を募集。町にヒト、モ
ノ、カネ、情報を継続流⼊させる仕組みとして、よこらぼが⽣まれた。 

受 賞 団 体︓ 愛知県津島市 
主な協働団体︓ 縁側カフェ「えん」運営委員会、神島田小学校区コミュニティ推進協議会、南地域包括支援センター   
プロジェクト名︓ 「地域の宝探し」×「⾃分探し」＝∞happy（インフィニティハッピー） 
概 要︓ 顔と顔の⾒える関係性を取り戻し「地域コミュニティ⼒」の再⽣を図ることを

目的したプロジェクト。住⺠⾃らが地域資源を探し、⾃分ができること持ち寄
り、オリジナリティある居場所を創出した。 

インフィニティ 
ハッピー賞 



⾃治体総合フェアプレスリリース 

一般社団法人日本経営協会 
 
 
 
 
 

 
一般社団法人 日本経営協会（会⻑︓⾼原豪久、東京都・渋⾕区）が主催する、「⾃治体総合フェ
ア」における特別企画「第 12 回協働まちづくり表彰」において、静岡県静岡市・静岡市こども
クリエイティブタウンま・あ・る「静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・る」が優秀賞を
受賞しましたので、お知らせいたします。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⾃治体と企業、住⺠等の協働で 

       ⽣まれる新しい取り組みを表彰︕! 
 
「協働まちづくり表彰」は、公と官が協働・連 
携して推進したプロジェクト・活動・制度・枠 
組み作りなどの取り組みの中から、⾃治体経営 
のイノベーションをけん引し、地域社会の活性 
化に大いに貢献したプロジェクトを選出し、表 
彰いたします。 

受賞作品が⽣まれた秘密や特徴をご紹介 

表彰式・事例発表を開催︕ 
 
「⾃治体総合フェア」特別企画として、12 月 4 日 
（⾦）14 時 30 分より、ZOOM と YouTubeLIVE 
にてオンライン事例発表を開催いたします。オンラ 
イン事例発表では、「地域を超える人々の繋がり」を 
テーマに台本ナシのフリーディスカッションを⾏い 
ます。 
 

協働まちづくり表彰の２つのポイント︕ 

概要︓子どもたちの⾃主性や創造性を育み、社会・経済の仕組み、地域産業を学ぶための施設として開
館。子どもたちが地域の大人から直接仕事の楽しさ等を学ぶことができる。まちの活性化ととも
に将来のまちづくりにもつながっている。 

⾃治体と企業・住⺠等の協働で⽣まれる新しい取組みを表彰︕ 

受 賞 団 体︓ 静岡県静岡市・静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・る 
プロジェクト名︓ 静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・る 



⾃治体総合フェアプレスリリース 

 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受 賞 団 体︓ 石川県加賀市・加賀商工会議所 
主な協働団体︓ 大同工業㈱、㈱月星製作所、村田機械㈱加賀工場、ナイテック・プレシジョン・アンド・テクノロジーズ㈱   
プロジェクト名︓ 加賀商工会議所婚活プロジェクト  
概 要︓ 助成⾦・協賛⾦などを受けず、⼈⼝減少対策・地域活性化等を目的に地元企業の有志従業員を中⼼

に１１名で構成したプロジェクト委員が運営。多数の地元企業の協⼒のもと様々な婚活イベントを
開催。2019 年には加賀市とともにご当地すごろく「kagasugoroku」の製作などを⾏い、カップ
ル誕⽣だけでなく幅広い成果と効果を⽣み出している。 

⾃治体総合フェアとは 
人⼝減少、災害対応、インフラの⽼朽化等の課題への具体的なソ
リューションを提供するとともに、⾃治体経営の⾰新・業務効率
化・⾏政サービスの向上を図り、豊かで魅⼒ある地域社会の実現
に寄与することを目的に開催。＜Web＞https://noma-lgf.jp/ 

企業⽴地フェアとは 
地域活性化や地域再生を進める地方公共団体と、最適
なビジネス環境や優秀な雇用確保を求める企業や産業
との交流の場となることを目的に開催。 
＜Web＞https://noma-bcd.jp 
 

【お問合せ先】 
日本経営協会 ⾃治体総合フェア事務局 
TEL︓03-3403-1338 FAX︓03-3403-5716 
E-mail︓lgf@noma.or.jp 

開催日時︓ 
２０２０年 12 月 4 日（⾦）14︓ 30〜 15︓ 15  

2019 年『第 11 回協働まちづくり表彰』 
表彰式・事例発表様子 

受賞プロジェクト・事例発表＠オンラインを開催︕ 
ここでしか聞けない秘話や苦労話も︕︖ぜひご参加ください︕ 

配信方法︓ 
ZOOM・YouTubeLIVE（        ） 
YouTube NOMA コンベンションセンターチャンネル︓ 
https://www.youtube.com/channel/UCMqFOaF6CEzD9cGHnMlLz8Q/featured  

NOMA コンベンションセンターチャンネル 

受 賞 団 体︓ 埼玉県横瀬町 
主な協働団体︓ 採択案件の提案者計７１の企業・大学・団体・個⼈等 
プロジェクト名︓ よこらぼ〜横瀬町とコラボする研究所〜 
概 要︓ 横瀬町の官⺠連携プラットフォーム事業。特定の課題を設定せず、「横瀬町でチ

ャレンジしたい︕」という企業や個⼈からオープンに提案を募集。町にヒト、モ
ノ、カネ、情報を継続流⼊させる仕組みとして、よこらぼが⽣まれた。 

受 賞 団 体︓ 愛知県津島市 
主な協働団体︓ 縁側カフェ「えん」運営委員会、神島田小学校区コミュニティ推進協議会、南地域包括支援センター   
プロジェクト名︓ 「地域の宝探し」×「⾃分探し」＝∞happy（インフィニティハッピー） 
概 要︓ 顔と顔の⾒える関係性を取り戻し「地域コミュニティ⼒」の再⽣を図ることを

目的したプロジェクト。住⺠⾃らが地域資源を探し、⾃分ができること持ち寄
り、オリジナリティある居場所を創出した。 

インフィニティ 
ハッピー賞 

受 賞 団 体︓ 千葉県四街道市 
主な協働団体︓ NPO 法⼈四街道プレーパークどんぐりの森、よつかいどう野外保育さとのたね 、四街道市みんなで地域づくりセンター 
プロジェクト名︓ みんなでつつみこむあたたか地域づくり  
概 要︓ まちに関わるすべての⼈が「地域づくり」を担う主役=「みんなで地域づくり」を合⾔葉に地域づく

りを進める四街道市。市⺠団体と⾏政、そして多様な市⺠参画を得ながら、課題に主体的に取り組
んでいる。 



⾃治体総合フェアプレスリリース 

一般社団法人日本経営協会 
 
 
 
 
 

一般社団法人 日本経営協会（会⻑︓⾼原豪久、東京都・渋⾕区）が主催する、「⾃治体総合フェ
ア」における特別企画「第 12 回協働まちづくり表彰」において、埼玉県横瀬町「よこらぼ〜横
瀬町とコラボする研究所〜」が優秀賞を受賞しましたので、お知らせいたします。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⾃治体と企業、住⺠等の協働で 

       ⽣まれる新しい取り組みを表彰︕! 
 
「協働まちづくり表彰」は、公と官が協働・連 
携して推進したプロジェクト・活動・制度・枠 
組み作りなどの取り組みの中から、⾃治体経営 
のイノベーションをけん引し、地域社会の活性 
化に大いに貢献したプロジェクトを選出し、表 
彰いたします。 

受賞作品が⽣まれた秘密や特徴をご紹介 

表彰式・事例発表を開催︕ 
 
「⾃治体総合フェア」特別企画として、12 月 4 日 
（⾦）14 時 30 分より、ZOOM と YouTubeLIVE 
にてオンライン事例発表を開催いたします。オンラ 
イン事例発表では、「地域を超える人々の繋がり」を 
テーマに台本ナシのフリーディスカッションを⾏い 
ます。 
 

協働まちづくり表彰の２つのポイント︕ 

概要︓横瀬町の官⺠連携プラットフォーム事業。特定の課題を設定せず、「横瀬町でチャレンジしたい︕」
という企業や個人からオープンに提案を募集。町にヒト、モノ、カネ、情報を継続流⼊させる仕
組みとして、よこらぼが生まれた。想定を上回る件数の提案を頂き、多くの関係人口を獲得につ
ながった。 

⾃治体と企業・住⺠等の協働で⽣まれる新しい取組みを表彰︕ 

受 賞 団 体︓ 埼玉県横瀬町 
主な協働団体︓ 採択案件の提案者計７１の企業・大学・団体・個人等 



⾃治体総合フェアプレスリリース 

 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受 賞 団 体︓ 石川県加賀市・加賀商工会議所 
主な協働団体︓ 大同工業㈱、㈱月星製作所、村田機械㈱加賀工場、ナイテック・プレシジョン・アンド・テクノロジーズ㈱   
プロジェクト名︓ 加賀商工会議所婚活プロジェクト  
概 要︓ 助成⾦・協賛⾦などを受けず、人⼝減少対策・地域活性化等を目的に地元企業の有志従業員を中⼼

に１１名で構成したプロジェクト委員が運営。多数の地元企業の協⼒のもと様々な婚活イベントを
開催。2019 年には加賀市とともにご当地すごろく「kagasugoroku」の製作などを⾏い、カップ
ル誕⽣だけでなく幅広い成果と効果を⽣み出している。 

⾃治体総合フェアとは 
人口減少、災害対応、インフラの⽼朽化等の課題への具体的なソ
リューションを提供するとともに、⾃治体経営の⾰新・業務効率
化・⾏政サービスの向上を図り、豊かで魅⼒ある地域社会の実現
に寄与することを目的に開催。＜Web＞https://noma-lgf.jp/ 
 

企業⽴地フェアとは 
地域活性化や地域再生を進める地方公共団体と、最適
なビジネス環境や優秀な雇用確保を求める企業や産業
との交流の場となることを目的に開催。 
＜Web＞https://noma-bcd.jp 
 

【お問合せ先】 
日本経営協会 ⾃治体総合フェア事務局 
TEL︓03-3403-1338 FAX︓03-3403-5716 
E-mail︓lgf@noma.or.jp 

開催日時︓ 
２０２０年 12 月 4 日（⾦）14︓ 30〜 15︓ 15  

2019 年『第 11 回協働まちづくり表彰』 
表彰式・事例発表様⼦ 

受賞プロジェクト・事例発表＠オンラインを開催︕ 
ここでしか聞けない秘話や苦労話も︕︖ぜひご参加ください︕ 

配信方法︓ 
ZOOM・YouTubeLIVE（        ） 
YouTube NOMA コンベンションセンターチャンネル︓ 
https://www.youtube.com/channel/UCMqFOaF6CEzD9cGHnMlLz8Q/featured  

NOMA コンベンションセンターチャンネル 

受 賞 団 体︓ 愛知県津島市 
主な協働団体︓ 縁側カフェ「えん」運営委員会、神島田小学校区コミュニティ推進協議会、南地域包括支援センター   
プロジェクト名︓ 「地域の宝探し」×「⾃分探し」＝∞happy（インフィニティハッピー） 
概 要︓ 顔と顔の⾒える関係性を取り戻し「地域コミュニティ⼒」の再⽣を図ることを

目的したプロジェクト。住⺠⾃らが地域資源を探し、⾃分ができること持ち寄
り、オリジナリティある居場所を創出した。 

インフィニティ 
ハッピー賞 

受 賞 団 体︓ 千葉県四街道市 
主な協働団体︓ NPO 法人四街道プレーパークどんぐりの森、よつかいどう野外保育さとのたね 、四街道市みんなで地域づくりセンター 
プロジェクト名︓ みんなでつつみこむあたたか地域づくり  
概 要︓ まちに関わるすべての人が「地域づくり」を担う主役=「みんなで地域づくり」を合⾔葉に地域づく

りを進める四街道市。市⺠団体と⾏政、そして多様な市⺠参画を得ながら、課題に主体的に取り組
んでいる。 

受 賞 団 体︓ 静岡県静岡市・静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・る 
プロジェクト名︓ 静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・る 
概 要︓ 子どもたちの⾃主性や創造性を育み、社会・経済の仕組み、地域産業を学ぶた

めの施設として開館。子どもたちが地域の大人から直接仕事の楽しさ等を学ぶ
ことができる。まちの活性化とともに将来のまちづくりにもつながっている。 



自治体総合フェアプレスリリース 

一般社団法人日本経営協会 
 
 
 
 
 

一般社団法人 日本経営協会（会⻑︓⾼原豪久、東京都・渋⾕区）が主催する、「自治体総合フェ
ア」における特別企画「第 12 回協働まちづくり表彰」において、愛知県津島市「「地域の宝探
し」×「自分探し」＝∞happy（インフィニティハッピー）」がインフィニティハッピー賞を受賞
しましたので、お知らせいたします。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受 賞 団 体︓愛知県津島市 
主な協働団体︓縁側カフェ「えん」運営委員会、神島田小学校区コミュニティ推進協議会、南地域包括支援センター  

⾃治体と企業、住⺠等の協働で 

       ⽣まれる新しい取り組みを表彰︕! 
 
「協働まちづくり表彰」は、公と官が協働・連 
携して推進したプロジェクト・活動・制度・枠 
組み作りなどの取り組みの中から、自治体経営 
のイノベーションをけん引し、地域社会の活性 
化に大いに貢献したプロジェクトを選出し、表 
彰いたします。 

受賞作品が⽣まれた秘密や特徴をご紹介 

表彰式・事例発表を開催︕ 
 
「自治体総合フェア」特別企画として、12 月 4 日 
（⾦）14 時 30 分より、ZOOM と YouTubeLIVE 
にてオンライン事例発表を開催いたします。オンラ 
イン事例発表では、「地域を超える人々の繋がり」を 
テーマに台本ナシのフリーディスカッションを⾏い 
ます。 
 

協働まちづくり表彰の２つのポイント︕ 

概要︓顔と顔の⾒える関係性を取り戻し「地域コミュニティ⼒」の再⽣を図ることを目的したプロジェクト。 
住⺠自らが地域資源を探し、自分ができること持ち寄り、オリジナリティある居場所を創出した。 

 
 

⾃治体と企業・住⺠等の協働で⽣まれる新しい取組みを表彰︕ 

インフィニティ 
ハッピー賞 



自治体総合フェアプレスリリース 

 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受 賞 団 体︓ 千葉県四街道市 
主な協働団体︓ NPO 法人四街道プレーパークどんぐりの森、よつかいどう野外保育さとのたね 、四街道市みんなで地域づくりセンター  
プロジェクト名︓ みんなでつつみこむあたたか地域づくり 
概 要︓ まちに関わるすべての人が「地域づくり」を担う主役=「みんなで地域づくり」を合言

葉に地域づくりを進める四街道市。市⺠団体と⾏政、そして多様な市⺠参画を得ながら、
課題に主体的に取り組んでいる。 

⾃治体総合フェアとは 
人⼝減少、災害対応、インフラの⽼朽化等の課題への具体的なソ
リューションを提供するとともに、自治体経営の⾰新・業務効率
化・⾏政サービスの向上を図り、豊かで魅⼒ある地域社会の実現
に寄与することを目的に開催。＜Web＞https://noma-lgf.jp/ 

企業⽴地フェアとは 
地域活性化や地域再⽣を進める地方公共団体と、最適
なビジネス環境や優秀な雇用確保を求める企業や産業
との交流の場となることを目的に開催。 
＜Web＞https://noma-bcd.jp 

【お問合せ先】 
日本経営協会 自治体総合フェア事務局 
TEL︓03-3403-1338 FAX︓03-3403-5716 
E-mail︓lgf@noma.or.jp 

開催日時︓ 
２０２０年 12 月 4 日（⾦）14︓ 30〜 15︓ 15  

2019 年『第 11 回協働まちづくり表彰』 
表彰式・事例発表様⼦ 

受賞プロジェクト・事例発表＠オンラインを開催︕ 
ここでしか聞けない秘話や苦労話も︕︖ぜひご参加ください︕ 

配信方法︓ 
ZOOM・YouTubeLIVE（        ） 
YouTube NOMA コンベンションセンターチャンネル︓ 
https://www.youtube.com/channel/UCMqFOaF6CEzD9cGHnMlLz8Q/featured  

NOMA コンベンションセンターチャンネル 

受 賞 団 体︓ 静岡県静岡市・静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・る 
プロジェクト名︓ 静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・る 
概 要︓ 子どもたちの⾃主性や創造性を育み、社会・経済の仕組み、地域産業を学ぶた

めの施設として開館。子どもたちが地域の大人から直接仕事の楽しさ等を学ぶ
ことができる。まちの活性化とともに将来のまちづくりにもつながっている。 

受 賞 団 体︓ 埼玉県横瀬町 
主な協働団体︓ 採択案件の提案者計７１の企業・大学・団体・個人等 
プロジェクト名︓ よこらぼ〜横瀬町とコラボする研究所〜 
概 要︓ 横瀬町の官⺠連携プラットフォーム事業。特定の課題を設定せず、「横瀬町でチ

ャレンジしたい︕」という企業や個人からオープンに提案を募集。町にヒト、モ
ノ、カネ、情報を継続流⼊させる仕組みとして、よこらぼが⽣まれた。 

受 賞 団 体︓ 石川県加賀市・加賀商工会議所 
主な協働団体︓ 大同工業㈱、㈱月星製作所、村田機械㈱加賀工場、ナイテック・プレシジョン・アンド・テクノロジーズ㈱   
プロジェクト名︓ 加賀商工会議所婚活プロジェクト  
概 要︓ 助成⾦・協賛⾦などを受けず、人⼝減少対策・地域活性化等を目的に地元企業の有志従業員を中⼼

に１１名で構成したプロジェクト委員が運営。多数の地元企業の協⼒のもと様々な婚活イベントを
開催。2019 年には加賀市とともにご当地すごろく「kagasugoroku」の製作などを⾏い、カップ
ル誕⽣だけでなく幅広い成果と効果を⽣み出している。 


