
   
 

平 成 ２ ８ 年 1 0 月 2 5 日 
国土政策局 離島振興課 

 
 

離島と企業をつなぐマッチング交流会 
「しまっちんぐ２０１６（秋）」を開催します。 

－離島発の地方創生につなげる取組－ 
 

 

※１２の離島地域は公募により決定しました。 
※参加企業のエントリーは特設サイトで平成 28 年 10 月 27 日（木）12:00 まで受け付けています。 

 

１．「しまっちんぐ２０１６(秋)」概要  
日     時：平成 28 年 10 月 29 日（土）13:00～17:30（※12:30 受付開始） 
場     所：ヤフー株式会社コワーキングスペース「LODGE」 

（受付場所：東京都千代田区紀尾井町1-3東京ガーデンテラス紀尾井町2階ヤフー株式会社入口横） 
参     加：離島地域担当者（行政、地域おこし協力隊、NPO 等の団体）、企業担当者 
内     容：参加離島のプレゼンテーション、企業のプレゼンテーション、マッチング交流会 など 

 
２．「しまっちんぐ 2016（秋）」特設サイトについて 

・「しまっちんぐ２０１６（秋）」特設サイトでは、島の概要、ビジョン、活性化プロジェクトの他、島の
方へのインタビューなど、企業の方に役立つ情報を掲載し、参加企業のエントリーを受付中です。 
http://shimatching.mlit.go.jp/ （平成28年10月27日（木）12:00〆切） 

 
３．報道関係者の方へ 

・報道関係者の方は、取材可能です。平成28年10月28日（金）17:00までに、添付の取材申
し込み用紙に必要事項を記入し、FAXでご送付ください。当日は受付へお越しください。 
・円滑な運営のため、一部の商談の場等、取材をお断りいただく場合があります。ご了承ください。 
 

 
 

 

＜問い合わせ先＞ 
国土交通省 国土政策局 離島振興課  掛井、中村 

（代表）03-5253-8111（内線 29-615、29-636）  
（直通）03-5253-8421（FAX）03-5253-1594 

〇 「しまっちんぐ」は、離島と企業をつなぐ「マッチング」の場を提供し、離島の活性化につなげる取組
です。昨年度、国交省初の取組としてスタートした新しいプロジェクトです。 

 
〇 本格実施となる今年度は、１２の離島地域参加し、平成２８年１０月２９日（土）に、離

島と企業の商談・交流の場「しまっちんぐ２０１６（秋）」を開催します。 
 
〇 これまでに、各離島において、行政職員、島で活動する組織・団体、島民の方などのメンバーで、

ワークショップを行い、企業との連携プロジェクトを議論してきました。 
 
〇 「しまっちんぐ２０１６（秋）」では、新商品開発や観光振興など、離島地域が考える連携プロ

ジェクトについて、離島と企業のマッチング交流会を通じて、事業化を目指します。 



    

「しまっちんぐ 2016（秋）」概要 
 

１．日時 
 

平成２８年１０月２９日（土）１３：００～１７：３０ （１２：３０受付開始） 

 

２．場所 
 

ヤフー株式会社 コワーキングスペース「LODGE」 
（東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 １８階） 

受付場所：東京ガーデンテラス紀尾井町２階 ヤフー株式会社入口横 

（アクセス：東京メトロ永田町駅 9a出口直結、東京メトロ赤坂見附駅より 徒歩1分） 

 

３．参加者 
 

離島地域担当者（行政、地域おこし協力隊、NPO 等の団体）、企業担当者 
 

（参加離島一覧） 

 市町村名 島名 

1 北海道利尻町 利尻島 

2 北海道羽幌町 天売島 

3 新潟県佐渡市 佐渡島 

4 愛知県西尾市 佐久島 

5 岡山県笠岡市 笠岡諸島（高島、白石島、北木島、真鍋島、飛島、六島） 

6 広島県大崎上島町 大崎上島 

7 愛媛県松山市 忽那諸島（野忽那島、睦月島、中島、怒和島、津和地島、

二神島、釣島、安居島、興居島） 

8 福岡県北九州市 藍島 

9 長崎県壱岐市 壱岐島 

10 長崎県新上五島町 中通島 

11 長崎県五島市 福江島 

12 鹿児島県三島村 硫黄島 

 

４．プログラム（予定） 
 

時 間 内 容 

13:00～ 開会、趣旨・進め方の説明 

13:10～ 離島プレゼンテーション （7 分×12 島） 

 ・離島の概要、ビジョン、プロジェクトを発表 

14:40～ 企業プレゼンテーション （調整中） 

15:30～ 交流会 

17:00～ 感想会 

17:30 閉会 

 

別添１ 



【機密性２】

島名
（都道府県・市町村）

人口
(平成28年
4月1日
時点)

位置 ビジョン、プロジェクト案

1
利尻島
(北海道、利尻町）

4,826人
うち利尻町
2,189人

北海道の北端・稚内市から西
方約53Kmの日本海に浮かんで
いるように見える島、「利尻島」
の西南端に位置し、島の中心
には秀峰利尻富士(1,721m)が
そびえたっています。稚内港か
らフェリーで利尻島の鴛泊（おし
どまり）港へ約１時間40分で到
着します。
北緯45度10分、東経141度11分

「豊かな資源が眠る島〜利尻島」

・歴史的建造物（「利尻 島の駅」）の増設・改修
・利尻昆布アートストリートの整備事業
・利尻フードツーリズム事業
・漁家民泊による教育旅行生の誘致事業
・空き屋整備によるサテライトオフィス活用事業
・富裕層を対象にした宿泊施設の整備事業

2
天売島
（北海道、羽幌町）

318人

北海道留萌振興局管内の苫前
郡羽幌町にある羽幌港の西
30kmの日本海に浮かぶ島です。
島の東側に並んで浮かぶ焼尻
島とともに羽幌町に属していま
す。羽幌の町から定期船があり
ます。

「323倍楽しい島、天売島〜323人の島民も来島者もみん
なが主役の楽しめるしま〜」

・インターンシップ・企業研修聖地化プロジェクト
・島マルシェ、フェスによる「人口10倍の日」プロジェクト
・体験メニュー魅力化プロジェクト
・漁家民泊による教育旅行生の誘致事業
・しまキャンプ快適化プロジェクト
・みんなの「しゃべりば」地域食堂プロジェクト
・島民総動員「島ガイド養成」プロジェクト
・世界でここだけ「ウトウ」観察新プランプロジェクト

3
佐渡島
（新潟県、佐渡市）

57,976人

東経138度 北緯38度 日本海上
にあり、新潟からカーフェリーで
２時間半、ジェットフォイルだと
65分で到着します。

「自分の人生をデザインできる島
～夢を叶えに子ども達が帰ってくる島～」

１ 「クラウドソーシングプロジェクト」
２ 「未来を担う人づくりプロジェクト」
３ 「佐渡産品の販路拡大プロジェクト」

※ビジョン・プロジェクトは予定であり、
当日変更の可能性がございます。

別添２
しまっちんぐ2016(秋)参加離島のプロジェクト等の概要①



【機密性２】
しまっちんぐ2016(秋)参加離島のプロジェクト等の概要②

島名
（都道府県・市町村）

人口
(平成28年

4月1日
時点)

位置 ビジョン、プロジェクト案

4
佐久島
（愛知県、西尾市）

250人
西尾市一色地区から南に約
8kmの距離にあり、三河湾のほ
ぼ中央に位置しています。

島おこしのＮＥＸＴステージへ～次世代へのバトンタッチ～
古き良き佐久島と新しい世代が創る佐久島の共創

・佐久島オリジナル農産物開発プロジェクト
・子どものフィールドワーク＆大人も楽しめる自然体験プロ
ジェクト
・ワンランク上の「キャンプ」プロジェクト
・島のビジョン引受人育成プロジェクト
・頑張れ「海の子」プロジェクト

5

笠岡諸島
（岡山県、笠岡市）
（高島，白石島，北
木島，真鍋島，飛
島，六島）

合計：
1,909人

高島：95
白石島：

528
北木島：

894
真鍋島：

221
飛島：95
六島：76

笠岡諸島は岡山県の西南部に
位置し、南は香川県、西は広島
県に接しています。南北に帯状
に点在しており、旅客船やフェ
リーによって、（所要時間は30
～60分程度）結ばれています。

人が自然と集まる島

・少量多品種を活かしたグルメメニュー開発
・体験型の観光メニュー開発（企業の研修メニュー含む）
・島内移動の実証実験誘致

6
大崎上島
（広島県、
大崎上島町）

7,987人

大崎上島は瀬戸内海の中央、
芸予諸島に位置します。島には
５つのフェリーターミナルがあり、
広島県の東広島市、呉市、竹
原市、また愛媛県の今治市と
結ばれています。便数も多く利
便性が高いです。

知識と技術の羅針盤が示すポラリス、大崎上島

・教育の島プロジェクト
・島の魅力発信プロジェクト
・海景色が映える町活性化プロジェクト
・企業ＣＳＲ・研修誘致プロジェクト
・イノシシ活用プロジェクト

別添２



【機密性２】

島名
（都道府県・市町村）

人口
(平成28年

4月1日
時点)

位置 ビジョン、プロジェクト案

7忽那諸島
（愛媛県、松山市）

5,382人
（有人島9
島合計）

忽那諸島は、松山港沖東西約
20ｋｍ、南北約28ｋｍの瀬戸内
海国立公園西部に位置し、９つ
の有人島と多数の無人島から
なります。

新しい人・新しい産業で賑わう、生き生き暮らせる島

・忽那諸島にある様々な特産品を活用した新商品の開発

8
藍島
(福岡県、
北九州市)

262人

北九州市の北の海上に位置し、
本土から直線距離で4.2㎞。市
営渡船「こくら丸」で小倉北区浅
野から馬島経由で約３５分で到
着します。小倉港までは、JR小
倉駅新幹線口から徒歩約５分
です。

愛のある島「藍島」

・漁業の安定化プロジェクト
・都会から30分の別世界プロジェクト

9
壱岐島
（長崎県、壱岐市）

27,729人

壱岐は、福岡県と対馬の中間
地点で玄海灘に面し、福岡県
博多港から郷ノ浦港まで西北
76km、佐賀県呼子港から印通
寺港まで北26kmの位置にあり
ます。

2025年（市制20周年）までに
「お金のいらない島」を目指します。

・壱岐市民のマインドセット
・スキルの見える化
・資源の見える化（数値化）
・エリアマネジメント計画作成
・移住者の住宅政策
・集落単位での交換開始
・交換エリア拡大
・島外との「物・スキル」交換開始

別添２
しまっちんぐ2016(秋)参加離島のプロジェクト等の概要③



【機密性２】

島名
（都道府県・市町村）

人口
(平成28年
4月1日
時点)

位置 ビジョン、プロジェクト案

10
中通島
(長崎県、
新上五島町)

20,249人

新上五島町は、九州の西端、
長崎県五島列島の北部に位置
しています。本土には、高速船
で約1時間半、フェリーで約2時
間半であり、博多港、佐世保港、
長崎港と結ばれています。

「しまは麗し 恋せよ乙女計画」

○女子の心をくすぐるグルメ
・「島」らしいオシャレなランチ＆スイーツがほしい！

○女子の心をくすぐるお土産
・定番&おしゃれなお土産が少ない！

○女子の心をくすぐるカフェ
・島ならではの景色を堪能できるカフェがない！

○女子の心をくすぐるツアー
・島の自然を体感するツアー（ダイビング、ヨガ、カヤックなど）
・のんびりした島時間堪能ツアー（クルージング、教会めぐり、
星空観察など）
・思い出づくり（手作りのアクセサリーづくり）

12
福江島
(長崎県、五島市)

35,413人

南に離れた男女群島を除けば、
五島列島の南西端に位置しま
す。交通アクセスがいくつかあ
り、飛行機でも来島可能です。

2024年（市制20周年）までに
「五島だけど７スター」を目指します。

・ハンドメイド挙式数No.1
・つばき油生産量圧倒的No.1
・U-12フットサルNo.1
・手づくりのお土産品数No.1
・健康寿命No.1
・祭りの数No.1
・五島ブランド肉知名度No.1

11
硫黄島
(鹿児島県、
三島村)

357人
鹿児島県薩摩半島の最南端・
長崎鼻から南南西約40kmに位
置します。

『5年後の硫黄島は来島者500%を目指します』

１．島の資源を活かした”遊び”プロジェクト
２．ジオパークを使った”学び”プロジェクト
３．村民・移住者の新しい職業をつくる”稼ぐ”プロジェクト

別添２
しまっちんぐ2016(秋)参加離島のプロジェクト等の概要④



離島と企業をつなぐ 『しまっちんぐ』 の概要

〇 離島と企業をつなぐ「マッチング」の場を提供

〇 離島と企業との連携は、地域課題を解決する１つの手段

〇 対話重視のマッチングにより、離島活性化のための事業につなげる

・島を活性化したい

・島の魅力をもっと活かしたい

・外の企業と交流する機会が少ない

しまっちんぐ
◆ポイント① 対話を重視

◆ポイント② チームが組める

◆ポイント③ ICTの活用

離島と企業をつなぐプラットフォーム

・マッチング・交流（ワークショップ、交流会の開催など）

・情報発信・共有 （ポータルサイトの立ち上げ、取組事例の共有、PRなど）

・ポータルサイトの立ち上げ

離島地域

・島と事業を立ち上げたいが、島のことが良く
わからない

・島に貢献したいがつながり方がわからない

民間企業（島外）

離島の活性化

※離島と企業による事業の実施

・ワークショップの開催

・コーディネーターによるサポート

・「１離島 対 複数企業」、
「複数離島 対１企業」など

プランに応じたチーム編成

課題解決

参考１



平成２８年度の 『しまっちんぐ』 の取組予定

１．ワークショップの開催 【９月下旬～】

２．特設サイトの開設 【１０月６日（木）～】

３．マッチング交流会の開催 【１０月２９日（土）】

■ 離島の希望やニーズの掘り起こし

■ 離島のニーズを公開し、企業を募集

■ 離島と企業が直接対話する場の提供

・各島において、行政職員や事業者、地域おこし団体等のメンバーで
ワークショップを実施し、ニーズの深掘りや活性化プロジェクトを検討

・民間企業のコーディネーターを派遣し、島外目線で議論をサポート

※昨年度は7つの離島関係自治体と39社43名の民間企業担当者の約60名が参加

ワークショップ

交流会（特産品や観光振興など意見交換）商談会（事前に希望を募りセッティング）

昨年度の様子

・webサイトを立ち上げ、企業のエントリーを受付
・離島の概要やワークショップで議論した活性化プロジェクト、

島の方へのインタビュー等を公開

※マッチング交流会以降、活性化プロジェクトの事業化を目指します。

参考２

〇離島と企業の対話を重視し、離島と企業をつなぐ取組を段階的に行います。

〇 具体的には、①離島の希望やニーズを掘り起こす「ワークショップ」の開催、②参加企業を募集する「特設サイト」の
開設、③離島と企業が直接対話する交流・商談会「しまっちんぐ2016（秋）」の開催と３段階で実施します。

〇 平成２８年度からの新たな試みとして、事務局から民間企業のコーディネーターを各島に派遣し、現地で島内関係者
を集めたワークショップを行い、離島のニーズの掘り起こし等を行いました。

日時：平成２８年１０月２９日（土）１３：００～１７：３０
場所：ヤフー株式会社 コワーキングスペース「LODGE」

（東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町）

内容：参加離島のプレゼンテーション、企業のプレゼンテーション、マッチング交流会など

※今年度からの初の試み

「しまっちんぐ2016(秋)」特設サイト

http://shimatching.milt.go.jp/

現場での意見交換


