
 

 

Ⅰ 令和３年度事業報告 

 

１ 調査研究並びにその成果の公表及び政策提言事業 

(1)受託研究事業 

愛媛県、一般社団法人愛媛県観光物産協会からの委託を受け、地域政策に関する次の７件の

調査研究を実施した。 

受託研究事業名 委託元 

えひめの移住力総合強化事業 愛媛県(地域政策課) 

集落活性化意識醸成支援事業 愛媛県(地域政策課) 

首都圏企業テレワーカー誘致強化事業 愛媛県(地域政策課) 

集落間情報交換・ネットワーク構築事業 愛媛県(地域政策課) 

大学生と県内企業によるアイデア会議開催事業 愛媛県(地域政策課) 

地域協働ネットワーク構築支援事業 愛媛県(男女参画・県民協働課) 

愛媛県観光物産関係事業者満足度調査事業  一般社団法人愛媛県観光物産協会 

 

(2)自主研究事業 

地域の政策課題について研究し、その内容を調査研究情報誌「ＥＣＰＲ」やネットワーク情

報誌「舞たうん」へ掲載により、研究成果を発表した。 

調査研究名 掲載時期 

愛媛県への移住者増加に向けた政策提言 

－お試し住宅の利用率向上を核として－     （ECPR vol.47） 
令和３年 10月掲載 

柑橘王国の源流 

「愛媛の農業・農村を考える」③        （ECPR vol.47） 
令和３年 10月掲載 

ＥＣＰＲ 22年間を振り返って         （ECPR vol.48） 令和４年３月掲載 

野菜生産・流通と農産物直売所 

「愛媛の農業・農村を考える」④       （ECPR vol.48） 
令和４年３月掲載 

集落活性化意識醸成支援事業について      （ECPR vol.48） 令和４年３月掲載 

移住推進事業について             （ECPR vol.48） 令和４年３月掲載 

地域づくり人養成講座について         （ECPR vol.48） 令和４年３月掲載 

 

  



 

 

(3)情報サービス事業 

①調査研究情報誌「ＥＣＰＲ」の編集・発行 

研究者の論説、現状分析等の情報を提供した。(各 1,700部) 

番号 特集テーマ 発行 

Vol.47 今、改めて関係人口を考える 令和３年 10月 

Vol.48 
地域づくり・まちづくり 

～これまで、これから～ 
令和４年３月 

 

②ネットワーク情報誌「舞たうん」の編集・発行 

公益財団法人愛媛県市町振興協会からの委託を受けて、地域づくりに関する事例や最新情報、

センターの業務などを紹介する地域づくりネットワーク情報誌「舞たうん」を発行し、会員や

県内外の地域づくり関係者に配布した。(各 2,500部) 

番号 特集テーマ 発行 

Vol.147 森林資源活用で地域の未来を切り拓く 令和３年 10月 

Vol.148 
移住とまちづくり  

～移住者による地域活性化～ 
令和４年３月 

 

③「えひめイベントＢＯＸ」の編集・発行 

公益財団法人愛媛県市町振興協会からの委託を受けて、地域におけるイベントを市町単位で

紹介するイベント情報誌「えひめイベントＢＯＸ」を発行し、会員、マスコミ、観光関係者等

に配布した。(2,500部) 

名称 内容 発行 

えひめイベントＢＯＸ2022 各市町のイベントの年間予定を紹介 令和４年３月 

 

④インターネット等による情報提供・発信 

地域政策、まちづくり、地域づくり団体等に関する各種情報を収集・整理・データベース化

し、各種媒体を通じて会員等に提供するとともに、センターの業務内容を紹介するため、イン

ターネット上に設けているホームページやＳＮＳを運営し、各種情報を広く提供した。 

 

２ 意識啓発及び人材養成事業 

(1)各種セミナー等の開催 

時流に即した情報の提供や、地域課題に関して講師を交えて話し合う「地域課題研究サロン」

を開催した。 

〇地域課題研究サロン 

・株式会社日本政策投資銀行 地域情報調査報告会 

令和３年８月４日(水)「愛媛県設備投資計画調査について」 

講師 株式会社日本政策投資銀行 松山事務所長 酒井 武知 氏 

・ＥＣＰＲ近代化遺産研修講座 

令和３年７月１日(木)「近代化遺産について(その１)」 

令和４年１月 20日(木)「近代化遺産について(その２)」 

講師 近代化遺産活用アドバイザー 岡崎 直司 氏 

 



 

 

(2)地域づくりフォーラムの開催 

えひめ地域づくり研究会議との共催により、地域が抱える課題やまちづくりに関するフォー

ラムを開催した。 

〇人口減少に挑む！フォーラム 2021(えひめ地域づくり研究会議年次フォーラム) 

令和３年 12月 11日(土)サイボウズ松山オフィスからリモート配信(参加者 43人) 

【第１部】 

・基調スピーチ 

「持続可能な社会へ『地域経済を回す多様な暮らし』」 

講師：愛媛大学社会共創学部 特任講師 笠松 浩樹 氏 

・リレー・スピーチ 

①有限会社内藤鋼業           代表取締役  内藤 昌典 氏 

②企業組合愛南ジビエ          会長     森  裕之 氏 

③一般社団法人えひめ暮らしネットワーク 副代表    鍋島 悠弥 氏 

④伊予市地域おこし協力隊        隊員     上田 沙耶 氏 

【第２部】 

・WEBグループディスカッション 

 

(3)地域づくりリーダー育成研修会の開催(「地域づくり人養成講座」)  

愛媛県から委託を受け、地域づくりの核となる人材を育成するため、受講生を募集し、講義、

現地フィールドワーク、ワークショップなどにより研修を実施した。(受講者 16 名) 

開催時期 内容・開催地 

令和３年 10月 第１回講座  開講式、講義、ワークショップ      (松山市) 

令和３年 11月 第２回講座  フィールドワーク、講義、ワークショップ (西予市) 

令和３年 12月 第３回講座  フィールドワーク、講義、ワークショップ (今治市) 

 

(4)集落活性化意識醸成支援事業 

地域住民が主体となって持続可能な集落の維持・活性化を推進するため、地域住民の意識醸

成を図り、あわせて地域に継続的に関わっていく関係人口づくりに取り組んだ。 

・実施箇所：新居浜市大島地区、内子町小田地区 

・参加者 ：地区サポーター(愛媛大学社会共創学部生) 

・実施内容：①地区サポーターによるフィールドワークの実施 

②地域分析ワークショップ(人口分析、人口予測など)の開催 

講師：一般社団法人持続可能な地域社会総合研究所 所長 藤山 浩 氏 

③各地区での報告会の開催 

地区サポーター(愛媛大学社会共創学部生)から地区分析や研修成果を報告 

 

３ 活動支援及び交流促進事業 

(1)まちづくり活動アシスト事業 

地域づくりのためのワークショップやイベントの開催、広報資料の作成などの活動を行うま

ちづくりグループ８団体に対して、活動費の一部を助成し、地域におけるまちづくり活動の活

性化と活動事例を発表する機会を通じた他団体とのネットワークづくりの促進を図った。 

(助成上限額：150,000円) 

 

 

 



 

 

グループ名 市町 活動内容 

ビーチクリーンしまなみ 今治市 
環境問題(マイクロプラスチック)の映画上映、

トークセッションを開催 

そがみらいクラブ 松山市 
子育てを楽しめるまちづくりを目標に、親子で

参加できるイベント等を開催 

松山白石の鼻巨石群振興会 松山市 
白石の鼻巨石群のすばらしさを周知し、地域活

性化に向けシンポジウム等を開催 

イヨミモザまつり実行委員会 伊予市 
佐礼谷の黄色い丘にミモザ(アカシア)を植え

「イヨミモザまつり」を開催 

内子ツーリズム推進協議会 内子町 
自然体験を生かした都市と農村の交流を目的

に、内子町固有の体験活動を実施 

狩浜段々畑ガイドの会 西予市 
国重要文化的景観である「宇和海狩浜の段畑と

農漁村景観」のガイド養成を実施 

中筋地区自治振興会 西予市 
地域住民の地域愛醸成、次世代リーダー育成を

目的に、大門松製作行事等を実施 

横林自治振興協議会 西予市 
地区特産品の原木椎茸による地域ブランディ

ング、持続可能な産地形成を目指す活動を実施 

 

(2)えひめ地域づくりアワード・ユース事業 

若い世代の地域づくり活動を支援するため、えひめ地域づくり研究会議と共催し、次世代の

地域づくりの担い手となる高校生の活動への支援と、優れた地域づくりの実践活動を行う高校

生グループに対する顕彰事業を実施した。(応募総数 17校 21件) 

新型コロナ感染拡大を考慮して最終審査・表彰式の開催は控え、１次審査を通過した５グル

ープを表彰した。 

優秀賞：新居浜商業高校「商業科２年生」、伊予農業高校「生活科学科食物班」 

大洲農業高校「果樹班」、長浜高校「チーム 530(ゴミゼロ)」 

南宇和高校「地域振興研究部」 

 

(3)地域づくり課題解決協働事業 

地域住民、市町、団体等と協働し、地域住民が主役となる自主的・自立的な地域づくりに取

り組んだ。 

○地域協働ネットワーク構築支援事業 

中間支援組織を核として、ＮＰＯや民間団体等の多様な主体が連携して、平時から顔の見

える関係(ネットワーク)をつくり、地域で抱える様々な課題に効果的に対応できる仕組みづ

くりに取り組んだ。 

【全県会議】 

・令和３年 10月 19日(火)オンライン開催 

・講演  ：「地域社会に暮らしの結び目「小さな拠点」をつくる」 

一般社団法人持続可能な地域社会総合研究所 所長   藤山  浩   氏 

・事例紹介：特定非営利活動法人ほほえみの郷トイトイ  事務局長 高田 信一郎 氏 

  



 

 

・意見交換：国立大学法人愛媛大学 社会連携推進機構   教授   前田  眞  氏 

一般社団法人持続可能な地域社会総合研究所 所長   藤山  浩   氏 

特定非営利活動法人ほほえみの郷トイトイ  事務局長 高田 信一郎 氏 

特定非営利活動法人えひめリソースセンター 理事長  木村 謙児 氏 

西予市総務企画部まちづくり推進課     課長   長野 静香 氏 

特定非営利活動法人からみ         理事長  安藤 加代子 氏 

 

(3)大学生と県内企業によるアイデア会議開催事業 

大学生が地元企業と協働し、地域課題の解決のためのワークショップや参加者による成果発

表を通じて、地域や地元企業への理解・関心を高め、県内定着促進を図った。 

・参加者：【大学生】愛媛大学、松山大学 

【企業】マツヤマンスペース、株式会社ＫＩＴＡ、 

株式会社システナ松山イノベーションラボ 

・開催日：令和３年 11月 14日(日)、21日(日)、28日(日) 

・場所 ：マツヤマンスペース(松山市） 

 

(4)地域づくり団体との協働事業 

地域づくり団体の活動を支援するため、団体と協働で次の事業を実施した。 

①えひめ地域づくり研究会議との協働事業 

・人口減少社会に挑む！フォーラム 2021(えひめ地域づくり研究会議年次フォーラム) 再掲 

令和３年 12月 11日(土)サイボウズ松山オフィスからリモート配信(参加者 43人) 

②「四国へんろ道文化」世界遺産化の会との協働事業 

・「四国へんろ道文化」世界遺産化の会 2022年次フォーラム 

令和４年３月 20日(日)JR久万高原駅「やまなみ」 

 

４ 移住・交流支援事業 

(1)愛媛ふるさと暮らし応援センターの運営 

移住相談窓口「愛媛ふるさと暮らし応援センター」を運営し、えひめ移住コンシェルジュ及

び一般社団法人えひめ暮らしネットワークにおける地域おこし協力隊ＯＢ・ＯＧや東京在住の

移住コンシェルジュと連携して、移住希望者に対する移住先の斡旋や各市町の取組みの紹介な

ど、個別相談を実施した。 

 

(2)移住・交流促進事業 

全国的に加速化している都市部から地方への移住・交流の流れを捉え、本県への移住者の誘

致活動を推進するため、「愛あるえひめ暮らしフェア」などの対面及びオンラインによる移住フ

ェアの開催や、「えひめ愛着倶楽部」及び「えひめ暮らし応援隊」の充実・強化を図るとともに、

令和３年４月にリニューアルした移住支援ポータルサイト「えひめ移住ネット」やＳＮＳ等に

より情報発信を行うなど、きめ細かな誘致活動を通じて移住・交流誘致を図った。 

 

  



 

 

【移住フェア開催】 

〇愛あるえひめ暮らしフェア(対面フェア) 

・大阪フェア：(12/4) 

・東京フェア：(12/19) 

〇愛あるえひめ暮らしフェア(オンライン開催) 

・第１回：(5/22、5/29、5/30) 

・第２回：(8/21、8/28、8/29) 

・第３回：(10/2、10/9、10/10) 

・第４回：(11/6、11/13、11/14) 

・第５回：(1/22、1/29、1/30) 

・第６回：(2/26、3/5、3/6) 

※東京・大阪対面フェアの中止により、次のオンラインイベントを実施 

・オンライントークイベント：(10/23) 

・オンライン移住セミナー・相談会：(2/11、2/12、2/19) 

〇ふるさと回帰フェア大阪(8/1 オンライン開催) 

〇ＪＯＩＮ 移住・交流＆地域おこしフェア 2021(10/3) 

〇ふるさと回帰フェア東京(10/17) 

〇四国暮らしフェア 2021(10/24 オンライン開催) 

【地域移住相談員交流研修会の開催】 

県内在住の移住に取り組む先輩移住者などの地域移住相談員に対し、移住相談などのスキル

アップや意見交換の交流研修会を開催し、移住相談体制の強化を図った。 

令和３年７月 21日(水) 松山市男女共同参画推進センター/COMS(松山市) 

 

(3)首都圏企業テレワーカー誘致強化事業 

ポストコロナ社会に向けて、首都圏企業の経営者層等をターゲットに、公益社団法人経済同

友会らと関係を構築しながら、首都圏等の企業人材向けに、地方でのテレワーク勤務、暮らし

方改革、本県での新しい働き方に関するセミナーを開催した。 

【第１回】 

・開催日 ：令和３年 10月 26日(火) 

・基調講演：「地方リモートワークを可能にするために」 

サイボウズ株式会社 ローカルブランディング部長 久保 正明 氏 

・パネルディスカッション 

(転職なき移住実践者) 

株式会社ブイキューブ サブグループマネージャー 濱名 広行 氏 

freee株式会社                  徳見 理絵 氏 

【第２回】 

・開催日 ：令和４年２月９日(水) 

・基調講演：「地方リモートワークを可能にするために」 

サイボウズ株式会社 ローカルブランディング部長 久保 正明 氏 

・パネルディスカッション 

【第１部】「愛媛県のＩＴ業界について」 

ファシリテーター サイボウズ株式会社 ローカルブランディング部長 久保 正明 氏 

パネラー 株式会社システナ松山イノベーションラボ ラボ長  児玉 寛将 氏 

株式会社ブイキューブ サブグループマネージャー 濱名 広行 氏 

【第２部】「都市部と愛媛県の違いについて」 

ファシリテーター えひめ移住コンシェルジュ         板垣 義男 氏 

パネラー freee株式会社                  徳見 理絵 氏 

コダテル                     宮土 良太 氏 



 

 

(4)空き家利活用促進対策事業 

新たな移住者の掘り起こしに必要となる住まい情報を提供するため、県下の空き家物件情報

を収集し、えひめ移住ネット内にある「えひめ空き家情報バンク」に掲載するとともに、移住

者のニーズを元にマッチングを図った。 

 

(5)南予移住マネージャーの設置 

えひめ南予きずな博開催を機に、都市部の多様な人材の南予移住につなげるため、南予移住

マネージャーを設置(令和３年４月)し、南予への移住促進に向けた受入地域づくりと人的ネッ

トワークの強化、各市町や地域への移住促進に向けた仕組みの構築を図った。 

設置場所：南予テレワーク移住支援拠点 COWORKING-HUB nanyo sign 

(喜多郡内子町内子 2023 内子まちの駅「Nanze」２階) 

 

 


