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令和４年９月２９日

鳥取県ふるさと人口政策課

関係人口推進室⾧ 森田 雅典



○1988年の61.6万人をピークに毎年減少、昨夏には55万人割れ
○ 2045年には人口が45万人を下回る予測で、65歳以上は逓増傾向

鳥取県の抱える課題～歯止めがかからない人口減少～

［参考］
2021(R3)９月１日時点
県推計人口：549,498人



令和４年度「ふるさと来LOVEとっとり」関係人口創出事業

企
業
人
材

若
者

プロボノ新卒・オフィスワーカー・企業 二拠点居住者等 移住就職希望者⾧期・定期滞在者

◆ 「ふるさと来LOVEとっとり」メンバーズカード（一般コース・新 若者向けコース）

【若者向け】◆ 若者交流会 ◆とっとり就活応援団との交流 ◆オンラインコミュニティ

 とっとりとの多様な
関わり方発信

 ファミリーワーケー
ション発信

 鳥取副業・兼業サミット
（副業テーマのリモート
セミナー）

 テレワーク体験モニ
ターによる鳥取暮ら
しの魅力発信

情報発信

とりふるによる発信
SNS発信・情報誌
の発行・特設サイト・
動画配信等

 ファミリーワーケーションの全県拡大

 “とっとり翔ける福業”
～地域課題に多様に関わる鳥取型モデル～

 とっとり副業・兼業プロジェクト
「鳥取県で週１副社⾧」

 都市部等からの人材呼込みに向けたツアー
（転職なき移住、ワーケーション（経団連・岡山県
連携）、副業・兼業）

ダイバーシティ＆インクルージョン
（多様な人材の活躍）の推進  鳥取での新しい暮らし・しごとを支援

• 本社機能移転に伴う移住への経費支援
• 結婚や出産を契機としたIＪUターン者への
奨励金

• 宅建協会、建築士協会と連携した住居アド
バイスの実施

 「転職なき移住」等移住支援事業補助
・都市部連携企業の移住経費等を支援

人の定着支援

ネットワーク形成

◆ とっとりインターンシップ ◆ とりナビ
◆ 企業紹介フェア・見学会・ツアー
◆ 学生保護者向けセミナー

 鳥取での新しい暮らし・しごとを支援
・若年労働者の定着支援
新入社員向け合同交流会セミナーの開催



鳥取県は都市人財の副業・兼業先進県

◯鳥取県で週１副社⾧
（プロフェッショナル人材戦略拠点×鳥取県立ハローワーク）

• 令和元年～2年度で約2,600人が応募、72社116
名の副業が決定

• 令和3年度は4回の募集で3,000人以上の応募が
あり、116社200人のマッチングが成立

• オンラインと現地訪問を組み合わせて副業

◯企業単位での副業受入れ
（プロフェッショナル人材戦略拠点×鳥取県立ハローワーク）

• 複数企業が、社員の成⾧やキャリア形成の副
業先として鳥取県を選択、県がサポート。



テーマ：Web3.0時代のデジタル関係人口の創出

ワーケーション・コレクティブインパクト2022（WCI2022）

現状

・人口最少県の鳥取県では、移住施策に力を入れているものの
ここ25年で人口が１割以上減少するなど、地域の活力維持が
深刻な課題。

・県では、関係人口に特化した組織を置き、コロナ禍突入と共
に施策のオンライン化やオフラインとの組み合わせを進める
と共に、関係人口のメンバーシップ制度（現在約1,800名）を
創設するなど関係人口拡大の手法を開拓している。

課題

・県内ワーケーション拠点数はここ２年で拡大し、コロナ禍に
おいても関係人口と地域コーディネーターを中心としたプロ
ジェクトが数多く生まれているものの、イノベーターやアー
リーアダプターを主要プレイヤーとし、オンライン・オフラ
インの融合(OMO（Online Merges with Offline）)にて運営されて
いるケースが多く、都市部からの物理的な距離に捉われず、
より広がりのある形態が求められている。

地域課題の設定について

鳥取県

地域課題解決に向けた今回のプログラムの位置付け

・企業人材が場所や業種に捉われず関わることが可能なWeb3.0時代に、
ブロックチェーン技術の活用を基盤とするNFT（非代替性トークン）
やメタバース等のコンテンツ利用も視野にいれ、都市部企業と鳥取
との関わり創出の可能性を探る。

・DAO (Decentralized Autonomous Organization・分散型自律組織）等
の関わり方を含めたデジタル関係人口拡大の可能性について検討す
る。

・鳥取における都市部・地域の枠を超えたコラボレーションや協業・
共創につなげる。

今後の取組（体制）

・Web3.0時代の鳥取県における都市部・地域の枠を超えた協
業・共創を県内の多様な主体と共に進めることで、新たな形
の関係人口を創出し、もって県内の地域活性化や地域課題解
決を推進する。

（体制）県、WAJ加入市町村、県内各ワーケーション拠点、
とっとりワーケーションネットワーク協議会、麒麟
のまち観光局等



鳥取県

ワーケーション・コレクティブインパクト2022（WCI2022）

テーマ：Web3.0時代のデジタル関係人口の創出

日 程:2022年11月16日（水）～11月18日（金）
場 所:鳥取県鳥取市、大山町、境港市

Day１ ・基調講演（①ワーケーション、②Web3.0について）

・事例発表（鳥取砂丘月面化プロジェクト）

・砂丘を眺めながらテレワーク（SAND BOX TOTTORI【鳥取市】）

（夜・ワークショップ）夜の「鳥取砂丘」で月面探査体験

Day２ ・事例発表①②③（距離を超えたつながり）

・ワークショップ

・日本海を眺めながらテレワーク（TORICO【大山町】）

Day３ ・グループごとのアウトプット

・講評
※一部オンライン実施あり
※全行程のうち、少なくとも２０％はテレワーク可能な時間とする。



ワーケーション・コレクティブインパクト２０２２ in 鳥取

都市部企業等の人材が場所や業種に捉われず、地域活性化に
関わることが可能なＷｅｂ３．０時代が到来し、ブロックチェー
ン技術の活用を基盤とするＮＦＴ（非代替性トークン）やメタ
バース等のコンテンツ利用も視野にいれ、地域課題の解決や都市
部企業等と鳥取県との関わり創出の可能性を探る。

テーマ： 「Web3.0時代のデジタル関係人口の創出」

【参考１】インターネット技術の変遷・特徴（Web1.0～3.0）

「平成２７年度 我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（ブロックチェーン技術を利用した
サービスに関する国内外動向調査）報告書概要資料（平成２８年４月２８日）（経済産業省）」より引用

【参考２】ブロックチェーン技術の展開が有望な事例・市場規模



企業人材が場所や業種に捉われず関わることが可能なWeb3.0時代についての
知識を学び、鳥取でこれまで生まれた関係人口関連の最新事例をヒントとし
て、「デジタル関係人口」など都市部企業と鳥取との今後の関わりの可能性
を考えるワーケーションツアー。

お申込、プログラム概要はとりネットをご覧ください→

◎ワーケーション・コレクティブインパクトin鳥取とは？

◎概要
日程 令和４年１１月１６日（水）13:30  ～１８日（金）12:00 （２泊３日）
講師（予定） ＊詳細及び参加者募集については 9月末を予定。

（一社）
Work Design Lab
パートナー

鳥取県北栄町
副町⾧

関西大学
社会学部 教授

アローサル・
テクノロジー（株）

代表取締役

（株）amulapo代表
取締役

コワーキングスペース
TORICO 代表

伊藤俊徳氏 岡本圭司氏 松下慶太氏 佐藤拓哉氏 田中克明氏 貝本正紀氏

ワーケーション・コレクティブインパクト2022
in 鳥取 令和4年9月12日版 日付 プログラム 会場

令和4年
11月16日（水）

（１日目）

【鳥取市内泊】

①ワーケーションについて（松下慶太氏）

②Web3.0時代の企業・企業人材の可能性について（佐藤拓哉氏）

③事例発表【鳥取砂丘月面化プロジェクト】（田中 克明氏）

④ワーケーション施設紹介
（宇佐美 孝太氏 （SAND BOX TOTTORI代表））

⑤砂丘を眺めながらテレワーク（SAND BOX TOTTORI【鳥取市】）

（夜）
（ワークショップ）夜の「鳥取砂丘」で月面探査体験

SAND 
BOX 

TOTTORI

鳥取砂丘

令和4年
11月17日（木）

（２日目）

【米子市内泊】

バス移動（鳥取市→大山町）

①日本海を眺めながらテレワーク（TORICO【大山町】）

②事例発表（距離を超えたつながり）
・ワーケーション施設紹介、都市部とのつながりについて
（貝本正紀氏）
・オンライン関係人口未来ラボについて（岡本圭司氏）
・鳥取とのつながりについて（伊藤 俊徳氏）

③ワークショップ

バス移動（大山町→米子市）

TORICO

令和4年
11月18日（金）

（３日目）

バス移動（米子市→境港市）

①ワーケーション施設紹介
（大塚史隆氏（サインインコワーキングオフィス））

②グループごとのアウトプット

③講評
松下慶太氏、佐藤拓哉氏 鳥取県

サインイン
コワーキン
グオフィス

◎プログラム・会場（予定） ※一部オンライン実施あり

【SAND BOX TOTTORI（鳥取市）】 【TORICO（大山町）】 【サインインコワーキング（境港市）】



Day1 鳥取市

【日程（予定）】

・基調講演

①ワーケーションについて（松下慶太氏（関西大学社会学部教授））

②Web3.0時代の企業・企業人材の可能性について

（佐藤拓哉氏（アローサル・テクノロジー株式会社代表取締役））

・事例発表【鳥取砂丘月面化プロジェクト】（田中克明氏（（株）amulapo代表取締役））

・ワーケーション施設紹介（宇佐美孝太氏（SAND BOX TOTTORI代表））

・砂丘を眺めながらテレワーク（SAND BOX TOTTORI【鳥取市】）

（夜）

（ワークショップ）夜の「鳥取砂丘」で月面探査体験 ※拡張現実（AR）技術を活用



Day2 大山町

【日程（予定）】

・集合、移動（鳥取市～大山町）

・日本海を眺めながらテレワーク（TORICO【大山町】）

・事例発表（距離を超えたつながり）

① ワーケーション施設紹介、都市部とのつながりについて（貝本正紀氏（TORICO代表））

② オンライン関係人口未来ラボについて（岡本圭司氏（北栄町副町⾧））

③ 鳥取県とのつながりについて（伊藤俊徳氏（Work design Lab.））

・ワークショップ

・移動（大山町～米子市）



Day3 境港市

【日程（予定）】

・集合、移動（米子市～境港市）

・ワーケーション施設紹介（大塚史隆氏（サインインコワーキングオフィス））

・グループごとのアウトプット

・講評

経済産業省Web3.0政策推進室（調整中）

松下慶太氏（関西大学社会学部教授）

佐藤拓哉氏（アローサル・テクノロジー株式会社代表取締役）

鳥取県

・解散



新型コロナウィルス感染症対策について

◯ 旅行中の感染対策については、本県及び旅行会社の基準に従い実施します。

◯ 参加者のみなさまには、事前の健康管理及び感染対策（リスクの高い行動
の自粛）をお願いします。
（事前の体温、体調、行動の状況について報告をお願いする場合があります。）

◯ 概ね１４日前を目途に、催行についての判断を行います。
この時点において、感染拡大に伴う往来自粛要請などが行われた場合、
事業の中止又は延期、オンライン開催、往来自粛対象地域からのご参加の
自粛をお願いする場合があります。

最新の状況については
“鳥取県新型コロナウィルス感染症特設サイト”を

ご確認ください

◯ 感染拡大状況に応じ、事業の縮小、内容の変更を行う場合があります。



皆様のご参加を
お待ちしています

企業人材が場所や業種に捉われず関わることが可能なWeb3.0時代についての
知識を学び、鳥取でこれまで生まれた関係人口関連の最新事例をヒントとし
て、「デジタル関係人口」など都市部企業と鳥取との今後の関わりの可能性
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ワーケーション・コレクティブインパクト2022
in 鳥取 令和4年9月12日版


