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地方創生推進交付金（先駆タイプ・横展開タイプ・Society5.0タイプ）

の交付対象事業の決定（令和３年度第１回）について 

 

令 和 ３ 年 ３ 月 30 日 

内閣府地方創生推進事務局 

 

地方創生推進交付金の交付対象事業について、以下のとおり決定した。 

 

１．趣旨  

「地方版総合戦略」に位置付けられ、地域再生法に基づき認定される地域再生計画

に記載される地方公共団体の自主的・主体的な取組で、先導的なものを支援する。 

 

２．対象事業  

（イ）のいずれかのタイプで申請された事業であって、原則、（ロ）に掲げる事業分

野のいずれかに該当し、（ハ）に掲げる事業の仕組みを全て備え、先導性を有するもの

を対象事業とする。 

 
（イ）事業タイプ 

(1)先駆タイプ・・・①自立性、②官民協働、③地域間連携、④政策間連携すべて
の先導性要素が含まれている事業 

(2)横展開タイプ・・・先駆的・優良事例の横展開を図る事業（上記①に加え、②
から④までのうち、２つ以上含まれている事業） 

(3)Society5.0タイプ・・・地方創生の観点から取り組む、未来技術を活用した新
たな社会システムづくりの全国的なモデルとなる事業 

 
（ロ）事業分野 

各地方公共団体において、それぞれの総合戦略に位置付けられた（ないしは位置
付けられる予定である）事業全般を対象とする。 

  具体例は、第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の４つの基本目標に沿い、
以下のとおりである。 

 
(1)しごと創生・・・ローカルイノベーション、ローカルブランディング（日本版 

DMO、地域商社）、ローカルサービス生産性向上 等 
(2)地方への人の流れ・・・移住促進、生涯活躍のまち、地方創生人材の確保・育

成 等 
(3)働き方改革等・・・結婚・出産・子育て環境整備、若者雇用対策、ワークライ

フバランスの実現 等 
(4)まちづくり・・・コンパクトシティ、小さな拠点、まちの賑わいの創出、 

連携中枢都市、商店街活性化 等 
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（ハ）事業の仕組み 
 (1) 地域経済分析システム（RESAS）の活用などにより客観的なデータやこれま

での類似事業の実績評価に基づき事業設計がなされていること。 
 (2) 事業の企画や実施に当たり、地域における関係者との連携体制が整備され

ていること。 
 (3) KPIが、原則として成果目標（アウトカム）で設定され、基本目標と整合的

であり、その検証と事業の見直しのための仕組み（PDCA）が、外部有識者や議
会の関与等がある形で整備されていること。 

 (4) 効果検証と事業の見直しの結果を公表するとともに、国に報告すること。ま
た、複数年度にわたる地域再生計画の場合において、次年度の交付金申請を行
うに当たっては、KPIの達成状況等の検証結果を踏まえたものとすること。 

 
 

３．評価方法  

評価に当たり、「目指す将来像及び課題の設定」、「KPI設定の適切性」及び先導性の

着眼点である自立性、官民協働、地域間連携、政策間連携、その他付加項目の評価基

準に基づき、個々の事業について評価を行い、Society5.0タイプについては、これら

に加えモデル性も評価し、交付対象事業を決定した（先駆タイプ等及び Society5.0タ

イプのモデル性については、外部有識者（先駆タイプ等：別紙１、Society5.0タイプ：

別紙２）の評価を経て、決定。）。 
 
※先導性の評価基準 

以下の点から、先導的な事業であることを評価。 

 
① 自立性・・・事業を進めていく中で、「稼ぐ力」が発揮され、事業推進主体が

自立していくことにより、将来的（３～５年後）に本交付金に頼らずに、事業
として自走していくことが可能となる事業であること。事業分野に適した自主
財源を検討し、事業収入だけでなく一般財源による負担も含め、財源を確保す
ることは、事業の継続性の観点から重要。具体的には、事業収入、会員からの
収入や民間資金によって、歳出・歳入面での財源確保に取り組むことにより、
自立化の可能性が高いものとなっていることが望ましい。 
 

② 官民協働・・・地方公共団体のみの取組ではなく、民間と協働して行う事業で
あること。この際、単に協働するにとどまらず、企業版ふるさと納税等の民間
からの資金（寄附、負担金、融資や出資など）を得て行うものであれば、高い
評価となる。 

 
③ 地域間連携・・・単独の地方公共団体のみの取組ではなく、関係する地方公共

団体と連携し、広域的なメリットを発揮する事業であること。他の地方公共団
体と連携して、事業を実施することが、効果的かつ効率的なものについては、
広域連携事業とすることが望ましい（特に観光分野については、広域連携事業
を積極的に検討いただきたい）。 

 
④ 政策間連携・・・単一の政策目的を持つ単純な事業ではなく、複数の政策を相

互に関連づけて、全体として、地方創生に対して効果を発揮する事業であるこ
と。この際、他省庁補助金等の関連する他施策との戦略的な連携を図るものが
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あれば、高い評価となる。また、利用者から見て意味あるワンストップ型の窓

口等を整備して行う事業であること。 
 
⑤ 事業推進主体の形成・・・事業を実効的・継続的に推進する主体が形成される

こと。特に、様々な利害関係者が含まれつつ、リーダーシップを発揮できる強
力な人材を確保するとともに、必要な能力、知識を有した人材を適切な手段で
確保することが望ましい。 

 
⑥ 地方創生人材の確保・育成・・・事業を推進していく過程において、地方創生

に役立つ人材の確保や育成に資するものであること。 
 

⑦ 国の総合戦略における政策５原則等・・・国の総合戦略における政策５原則（将
来性、地域性）の観点や直接性、新規性など、他の地方公共団体において参考
となる先駆的事業であること。 

 
※Society5.0タイプとしてのモデル性 

・地方版総合戦略に基づく未来技術の実装に関する地方公共団体の事業であって、
国・専門家等から事業運営等に対する助言・サポートを受け、それを反映させる
体制（国・地方及び専門家等が協働した PDCA サイクル）が整っているものであ
ること。 

・申請までに一部でも技術実証・実証実験を行っており、今後段階的に一部実装さ
れ、事業開始年度から５か年度以内に本格実装される（事業化され自走する）計
画の事業であること。 

・単に未来技術を導入するにとどまらず、実際に当該地域の住民等が継続的に利用
することにより、地域における課題（地域経済の活性化も含む）の解決・改善が
図られ、当該地域の地方創生に寄与する事業であること。 

・未来技術の社会実装にかかる不確実性などの諸課題を乗り越え、新たな社会シス
テムづくりにチャレンジするとともに、その後広く全国に実用化・普及すること

を目指す事業であること。 
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４．交付対象事業（分野別）  

分野別の交付対象事業は、以下のとおりである。 

また、都道府県別、市区町村等別の対象事業は、別紙３のとおりである。 

（１）新規事業と継続事業の合計 

分野 

交付対象事業数（件） 採択額（億円） 

 
うち、 

都道府県分 

うち、 

市区町村等分 
 

うち、 

都道府県分 

うち、 

市区町村等分 

しごと創生 855 347 508 299 179 120 

地方への人の流れ 541 140 401 150 66 84 

働き方改革等 57 22 35 15 10 ５ 

まちづくり 359 55 304 86 23 63 

合計 1,812 564 1,248 550 278 272 

※ うち Society5.0タイプは 18件／８億円 

（２）新規事業 

分野 

交付対象事業数（件） 採択額（億円） 

 
うち、 

都道府県分 

うち、 

市区町村等分 
 

うち、 

都道府県分 

うち、 

市区町村等分 

しごと創生 220 106 114 98 64 34 

地方への人の流れ 161 31 130 49 19 30 

働き方改革等 ９ ４ ５ ３ ２ １ 

まちづくり 109 17 92 30 ９ 21 

合計 499 158 341 181 95 86 

（３）継続事業 

分野 

交付対象事業数（件） 採択額（億円） 

 
うち、 

都道府県分 

うち、 

市区町村等分 
 

うち、 

都道府県分 

うち、 

市区町村等分 

しごと創生 635 241 394 200 115 86 

地方への人の流れ 380 109 271 101 47 54 

働き方改革等 48 18 30 13 ８ ５ 

まちづくり 250 38 212 56 14 42 

合計 1,313 406 907 370 183 186 

 

※ 各分野の数値を四捨五入しているため、合計した数値が合計欄の数値と合わない場合がある。 
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５．交付対象事業一覧  

交付対象事業一覧は、別紙４のとおりである（複数の地方公共団体による広域連携

事業分と単独の地方公共団体による単独事業分に区分）。 

 

 

６．取組事例  

交付対象事業のうち、取組事例は別紙５のとおりである。 

 

 

７．当面のスケジュール  

３月 30日 地域再生計画の認定 

４月１日  交付決定 

 

 

８．第２回募集のスケジュール（予定）  

 ４月下旬 第２回募集の事務連絡発出 

（地方創生推進交付金（移住・起業・就業タイプ）及び地方創生拠点整備交付金の第

２回募集の事務連絡も併せて発出） 

 ６月中旬 第２回募集の申請の受付 

 



国

交付金（１/２）
都道府県
市町村

【対象事業】

①先駆性のある取組及び先駆的・優良事例の横展開

・官民協働、地域間連携、政策間連携、事業推進主体の形成、人材の確
保・育成
例）しごと創生、観光振興、地域商社、スポーツ・健康まちづくり、

生涯活躍のまち、働き方改革、小さな拠点、商店街活性化 等

②Society5.0を推進するための全国的なモデルとなる取組

・未来技術を活用した新たな社会システムづくりを支援

③わくわく地方生活実現政策パッケージ（移住・起業・就業支援）

・東京圏からのＵＩＪターンの促進及び地方の担い手不足対策

④複数年度にわたる施設整備事業（地方創生拠点整備交付金）

○第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく地方

創生のより一層の推進に向けた取組を支援します。

①地方版総合戦略に基づく、地方公共団体の自主的・主体

的で先導的な事業を支援

②ＫＰＩの設定とＰＤＣＡサイクルを組み込み、従来の

「縦割り」事業を超えた取組を支援

③地域再生法に基づく法律補助の交付金とし、安定的な制

度・運用を確保

【手続き】地方公共団体は対象事業に係る地域再生計画

（概ね５年程度）を作成し、内閣総理大臣が認定。

※本交付金のうち一部については、地方大学・産業創生法に

基づく交付金として執行

地方創生推進交付金（内閣府地方創生推進事務局）

令和３年度予算額 １,０００億円

（令和２年度予算額 １,０００億円）

事業概要・目的 対象事業等

資金の流れ

①複数年度にわたる施設整備事業の円滑化（本交付金のうち50億円

を地方創生拠点整備交付金として措置（20億円の増額））

②移住支援事業の要件緩和（テレワーカー等の対象化）

③起業支援事業の要件緩和（Society5.0関連業種等の対象化）

令和３年度からの主な運用改善

具体的な
「成果目標（ＫＰＩ）」

の設定

「ＰＤＣＡ
サイクル」
の確立

（１/２の地方負担については、地方財政措置を講じます）

交付上限額（国費） 申請上限件数

都道府県 先駆3.0億円 横展開1.0億円 原則９事業（うち広域連携３事業）

中枢中核都市 先駆2.5億円 横展開0.85億円 原則７事業（うち広域連携２事業）

市町村 先駆2.0億円 横展開0.7億円 原則５事業（うち広域連携１事業）

※Society5.0タイプは都道府県・中枢中核都市・市町村ともに交付上限額
（国費）3.0億円、申請上限件数の枠外



 

（別紙１） 

 

地方創生推進交付金 第１回評定委員名簿 

 

（担当分野別、５０音順、敬称略） 

 

【しごと創生分野①（農林水産分野）】 

 大江 靖雄  東京農業大学 国際食料情報学部国際ビジネス学科 教授 

図司 直也  法政大学 現代福祉学部 教授 

中嶋 康博  東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授 

 

【しごと創生分野②（観光分野）】 

鶴田 浩一郎 NPO法人 ハットウ・オンパク 理事 

見並 陽一  株式会社 びゅうトラベルサービス 顧問 

矢ケ崎 紀子 東京女子大学 現代教養学部 教授 

 

【しごと創生分野③（農林水産及び観光分野を除く）】 

 大谷 基道  獨協大学 法学部 教授 

 近藤 章夫  法政大学 経済学部 教授 

 福井 隆   東京農工大学大学院 客員教授 

 

【地方への人の流れ・働き方改革等分野】 

 阿部 正浩  中央大学 経済学部 教授 

 伊藤 健二  三幸学園 理事長特別補佐(戦略担当) 

馬場 正尊  株式会社 オープン・エー 代表取締役 

 

【まちづくり分野】 

 饗庭 伸   東京都立大学 都市環境学部 教授 

 坂井 文   東京都市大学 都市生活学部 教授 

辻  琢也  一橋大学大学院 法学研究科 教授 

 



 

（別紙２） 

 

地方創生推進交付金 第１回 

Society5.0タイプのモデル性に関する有識者審査会 

委員名簿 

 

（５０音順、敬称略） 

 

 

 生駒 祐一  テラスマイル株式会社 代表取締役 

 

 石山 洸   株式会社エクサウィザーズ 代表取締役社長 

 

 小野田 弘士 早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科 教授 

 

 川島 宏一  筑波大学システム情報系社会工学域 教授 

 

 関  治之  一般社団法人コード・フォー・ジャパン 代表理事 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙３）

＜都道府県分と市区町村等分の合計＞

都道府県 交付対象事業数（件） 採択額（千円）

北海道 176 2,421,750

青森県 47 856,796

岩手県 63 945,537

宮城県 40 1,076,076

秋田県 51 1,171,615

山形県 113 1,713,368

福島県 92 1,750,757

茨城県 80 950,868

栃木県 48 1,107,150

群馬県 53 986,054

埼玉県 24 494,270

千葉県 27 328,103

東京都 8 68,631

神奈川県 51 764,006

新潟県 55 1,388,121

富山県 79 1,322,028

石川県 41 1,010,744

福井県 30 813,614

山梨県 22 659,085

長野県 114 1,845,877

岐阜県 82 2,023,686

静岡県 61 1,796,902

愛知県 76 1,285,514

三重県 49 560,946

滋賀県 48 873,271

京都府 112 1,927,348

大阪府 50 867,911

兵庫県 78 2,106,011

奈良県 36 642,087

和歌山県 40 610,403

鳥取県 55 926,748

島根県 59 1,494,615

岡山県 52 1,284,212

広島県 43 843,139

山口県 73 1,983,935

徳島県 49 649,333

香川県 21 583,189

愛媛県 72 1,373,489

高知県 63 1,351,199

福岡県 112 2,426,231

佐賀県 30 856,203

長崎県 126 2,674,894

熊本県 78 1,564,602

大分県 60 1,291,626

宮崎県 40 555,731

鹿児島県 45 709,061

沖縄県 7 88,317

合計 2,831 55,025,053

地方創生推進交付金における都道府県別、市区町村等別一覧

（注）広域連携事業に参加する団体は各１事業として重複計上しているため、交付対象事業数欄は、実際の申請に
対する交付対象事業数とは一致しない。



＜都道府県分＞

都道府県 交付対象事業数（件） 採択額（千円）

北海道 16 630,820

青森県 15 468,129

岩手県 12 214,247

宮城県 11 577,453

秋田県 18 828,694

山形県 18 640,660

福島県 20 1,212,120

茨城県 16 506,928

栃木県 17 742,611

群馬県 18 698,973

埼玉県 6 173,868

千葉県 2 28,625

東京都 0 0

神奈川県 10 210,998

新潟県 9 472,355

富山県 11 757,975

石川県 6 370,137

福井県 11 685,225

山梨県 9 440,658

長野県 19 360,241

岐阜県 19 1,211,975

静岡県 15 999,060

愛知県 18 721,846

三重県 13 186,200

滋賀県 10 514,410

京都府 11 585,282

大阪府 4 113,837

兵庫県 17 1,071,972

奈良県 10 406,627

和歌山県 7 248,963

鳥取県 14 560,726

島根県 10 995,672

岡山県 7 346,028

広島県 8 237,322

山口県 20 1,088,049

徳島県 8 427,167

香川県 10 478,006

愛媛県 10 573,032

高知県 11 778,020

福岡県 14 1,083,414

佐賀県 13 727,308

長崎県 17 1,655,344

熊本県 19 1,103,343

大分県 15 886,010

宮崎県 12 277,513

鹿児島県 13 471,596

沖縄県 5 47,461

合計 574 27,816,900

（注）広域連携事業に参加する団体は各１事業として重複計上しているため、交付対象事業数欄は、実際の申請に
対する交付対象事業数とは一致しない。



＜市区町村等分＞

都道府県 交付対象事業数（件） 採択額（千円）

北海道 160 1,790,930

青森県 32 388,667

岩手県 51 731,290

宮城県 29 498,623

秋田県 33 342,921

山形県 95 1,072,708

福島県 72 538,637

茨城県 64 443,940

栃木県 31 364,539

群馬県 35 287,081

埼玉県 18 320,402

千葉県 25 299,478

東京都 8 68,631

神奈川県 41 553,008

新潟県 46 915,766

富山県 68 564,053

石川県 35 640,607

福井県 19 128,389

山梨県 13 218,427

長野県 95 1,485,636

岐阜県 63 811,711

静岡県 46 797,842

愛知県 58 563,668

三重県 36 374,746

滋賀県 38 358,861

京都府 101 1,342,066

大阪府 46 754,074

兵庫県 61 1,034,039

奈良県 26 235,460

和歌山県 33 361,440

鳥取県 41 366,022

島根県 49 498,943

岡山県 45 938,184

広島県 35 605,817

山口県 53 895,886

徳島県 41 222,166

香川県 11 105,183

愛媛県 62 800,457

高知県 52 573,179

福岡県 98 1,342,817

佐賀県 17 128,895

長崎県 109 1,019,550

熊本県 59 461,259

大分県 45 405,616

宮崎県 28 278,218

鹿児島県 32 237,465

沖縄県 2 40,856

合計 2,257 27,208,153

（注）広域連携事業に参加する団体は各１事業として重複計上しているため、交付対象事業数欄は、実際の申請に
対する交付対象事業数とは一致しない。



新規事業＜都道府県分と市区町村等分の合計＞

都道府県 交付対象事業数（件） 採択額（千円）

北海道 49 534,381

青森県 20 153,200

岩手県 16 226,862

宮城県 14 578,498

秋田県 9 400,264

山形県 38 727,823

福島県 24 564,890

茨城県 32 315,896

栃木県 11 242,865

群馬県 19 388,459

埼玉県 7 113,108

千葉県 11 115,003

東京都 0 0

神奈川県 16 224,922

新潟県 12 430,981

富山県 22 270,103

石川県 23 544,296

福井県 7 376,053

山梨県 6 264,604

長野県 31 547,848

岐阜県 22 864,036

静岡県 14 405,068

愛知県 19 500,084

三重県 7 93,921

滋賀県 10 198,285

京都府 46 927,411

大阪府 15 325,205

兵庫県 18 495,450

奈良県 7 95,868

和歌山県 13 198,210

鳥取県 26 380,627

島根県 7 140,259

岡山県 14 426,100

広島県 17 283,552

山口県 26 479,112

徳島県 26 210,909

香川県 5 106,958

愛媛県 26 650,607

高知県 14 331,421

福岡県 67 1,308,964

佐賀県 12 222,787

長崎県 52 1,220,665

熊本県 18 426,701

大分県 24 433,367

宮崎県 9 105,807

鹿児島県 10 206,708

沖縄県 0 0

合計 891 18,058,138

（注）広域連携事業に参加する団体は各１事業として重複計上しているため、交付対象事業数欄は、実際の申請に
対する交付対象事業数とは一致しない。



新規事業＜都道府県分＞

都道府県 交付対象事業数（件） 採択額（千円）

北海道 2 61,845

青森県 5 126,341

岩手県 3 80,153

宮城県 5 338,132

秋田県 5 374,772

山形県 10 440,309

福島県 6 382,338

茨城県 4 156,388

栃木県 4 164,030

群馬県 7 240,260

埼玉県 2 49,024

千葉県 0 0

東京都 0 0

神奈川県 1 33,976

新潟県 2 184,865

富山県 2 200,000

石川県 3 214,656

福井県 4 345,893

山梨県 4 237,335

長野県 7 166,866

岐阜県 7 557,554

静岡県 3 169,668

愛知県 6 348,384

三重県 2 64,332

滋賀県 2 110,943

京都府 3 261,740

大阪府 2 51,430

兵庫県 4 305,965

奈良県 1 54,018

和歌山県 1 23,888

鳥取県 5 267,647

島根県 1 94,289

岡山県 1 85,612

広島県 6 151,792

山口県 6 280,889

徳島県 1 100,000

香川県 1 58,008

愛媛県 4 300,495

高知県 2 121,125

福岡県 6 478,739

佐賀県 2 194,207

長崎県 5 767,256

熊本県 5 319,686

大分県 5 337,361

宮崎県 2 49,869

鹿児島県 3 132,364

沖縄県 0 0

合計 162 9,484,444

（注）広域連携事業に参加する団体は各１事業として重複計上しているため、交付対象事業数欄は、実際の申請に
対する交付対象事業数とは一致しない。



新規事業＜市区町村等分＞

都道府県 交付対象事業数（件） 採択額（千円）

北海道 47 472,536

青森県 15 26,859

岩手県 13 146,709

宮城県 9 240,366

秋田県 4 25,492

山形県 28 287,514

福島県 18 182,552

茨城県 28 159,508

栃木県 7 78,835

群馬県 12 148,199

埼玉県 5 64,084

千葉県 11 115,003

東京都 0 0

神奈川県 15 190,946

新潟県 10 246,116

富山県 20 70,103

石川県 20 329,640

福井県 3 30,160

山梨県 2 27,269

長野県 24 380,982

岐阜県 15 306,482

静岡県 11 235,400

愛知県 13 151,700

三重県 5 29,589

滋賀県 8 87,342

京都府 43 665,671

大阪府 13 273,775

兵庫県 14 189,485

奈良県 6 41,850

和歌山県 12 174,322

鳥取県 21 112,980

島根県 6 45,970

岡山県 13 340,488

広島県 11 131,760

山口県 20 198,223

徳島県 25 110,909

香川県 4 48,950

愛媛県 22 350,112

高知県 12 210,296

福岡県 61 830,225

佐賀県 10 28,580

長崎県 47 453,409

熊本県 13 107,015

大分県 19 96,006

宮崎県 7 55,938

鹿児島県 7 74,344

沖縄県 0 0

合計 729 8,573,694

（注）広域連携事業に参加する団体は各１事業として重複計上しているため、交付対象事業数欄は、実際の申請に
対する交付対象事業数とは一致しない。



継続事業＜都道府県分と市区町村等分の合計＞

都道府県 交付対象事業数（件） 採択額（千円）

北海道 127 1,887,369

青森県 27 703,596

岩手県 47 718,675

宮城県 26 497,578

秋田県 42 771,351

山形県 75 985,545

福島県 68 1,185,867

茨城県 48 634,972

栃木県 37 864,285

群馬県 34 597,595

埼玉県 17 381,162

千葉県 16 213,100

東京都 8 68,631

神奈川県 35 539,084

新潟県 43 957,140

富山県 57 1,051,925

石川県 18 466,448

福井県 23 437,561

山梨県 16 394,481

長野県 83 1,298,029

岐阜県 60 1,159,650

静岡県 47 1,391,834

愛知県 57 785,430

三重県 42 467,025

滋賀県 38 674,986

京都府 66 999,937

大阪府 35 542,706

兵庫県 60 1,610,561

奈良県 29 546,219

和歌山県 27 412,193

鳥取県 29 546,121

島根県 52 1,354,356

岡山県 38 858,112

広島県 26 559,587

山口県 47 1,504,823

徳島県 23 438,424

香川県 16 476,231

愛媛県 46 722,882

高知県 49 1,019,778

福岡県 45 1,117,267

佐賀県 18 633,416

長崎県 74 1,454,229

熊本県 60 1,137,901

大分県 36 858,259

宮崎県 31 449,924

鹿児島県 35 502,353

沖縄県 7 88,317

合計 1,940 36,966,915

（注）広域連携事業に参加する団体は各１事業として重複計上しているため、交付対象事業数欄は、実際の申請に
対する交付対象事業数とは一致しない。



継続事業＜都道府県分＞

都道府県 交付対象事業数（件） 採択額（千円）

北海道 14 568,975

青森県 10 341,788

岩手県 9 134,094

宮城県 6 239,321

秋田県 13 453,922

山形県 8 200,351

福島県 14 829,782

茨城県 12 350,540

栃木県 13 578,581

群馬県 11 458,713

埼玉県 4 124,844

千葉県 2 28,625

東京都 0 0

神奈川県 9 177,022

新潟県 7 287,490

富山県 9 557,975

石川県 3 155,481

福井県 7 339,332

山梨県 5 203,323

長野県 12 193,375

岐阜県 12 654,421

静岡県 12 829,392

愛知県 12 373,462

三重県 11 121,868

滋賀県 8 403,467

京都府 8 323,542

大阪府 2 62,407

兵庫県 13 766,007

奈良県 9 352,609

和歌山県 6 225,075

鳥取県 9 293,079

島根県 9 901,383

岡山県 6 260,416

広島県 2 85,530

山口県 14 807,160

徳島県 7 327,167

香川県 9 419,998

愛媛県 6 272,537

高知県 9 656,895

福岡県 8 604,675

佐賀県 11 533,101

長崎県 12 888,088

熊本県 14 783,657

大分県 10 548,649

宮崎県 10 227,644

鹿児島県 10 339,232

沖縄県 5 47,461

合計 412 18,332,456

（注）広域連携事業に参加する団体は各１事業として重複計上しているため、交付対象事業数欄は、実際の申請に
対する交付対象事業数とは一致しない。



継続事業＜市区町村等分＞

都道府県 交付対象事業数（件） 採択額（千円）

北海道 113 1,318,394

青森県 17 361,808

岩手県 38 584,581

宮城県 20 258,257

秋田県 29 317,429

山形県 67 785,194

福島県 54 356,085

茨城県 36 284,432

栃木県 24 285,704

群馬県 23 138,882

埼玉県 13 256,318

千葉県 14 184,475

東京都 8 68,631

神奈川県 26 362,062

新潟県 36 669,650

富山県 48 493,950

石川県 15 310,967

福井県 16 98,229

山梨県 11 191,158

長野県 71 1,104,654

岐阜県 48 505,229

静岡県 35 562,442

愛知県 45 411,968

三重県 31 345,157

滋賀県 30 271,519

京都府 58 676,395

大阪府 33 480,299

兵庫県 47 844,554

奈良県 20 193,610

和歌山県 21 187,118

鳥取県 20 253,042

島根県 43 452,973

岡山県 32 597,696

広島県 24 474,057

山口県 33 697,663

徳島県 16 111,257

香川県 7 56,233

愛媛県 40 450,345

高知県 40 362,883

福岡県 37 512,592

佐賀県 7 100,315

長崎県 62 566,141

熊本県 46 354,244

大分県 26 309,610

宮崎県 21 222,280

鹿児島県 25 163,121

沖縄県 2 40,856

合計 1,528 18,634,459

（注）広域連携事業に参加する団体は各１事業として重複計上しているため、交付対象事業数欄は、実際の申請に
対する交付対象事業数とは一致しない。



（別紙４）

＜１．先駆タイプ・横展開タイプ　広域連携事業分＞

地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

北海道

北海道帯広市

北海道音更町

北海道士幌町

北海道上士幌町

北海道鹿追町

北海道新得町

北海道清水町

北海道芽室町

北海道中札内村

北海道更別村

北海道大樹町

北海道広尾町

北海道幕別町

北海道池田町

北海道本別町

北海道足寄町

北海道陸別町

北海道旭川市

北海道鷹栖町

北海道東神楽町

北海道比布町

北海道愛別町

北海道上川町

北海道東川町

青森県弘前市

青森県黒石市

青森県五所川原市

青森県つがる市

青森県平川市

青森県鰺ヶ沢町

青森県深浦町

青森県西目屋村

青森県藤崎町

青森県大鰐町

青森県田舎館村

青森県板柳町

青森県鶴田町

青森県中泊町

岩手県釜石市

北海道ニセコ町

北海道弟子屈町

長野県小布施町

京都府宮津市

徳島県三好市

熊本県小国町

鹿児島県与論町

地方創生推進交付金　交付対象事業一覧（新規事業）

交通モードの利活用により地域の内外をつなぐ交流人口拡大推進事業 横展開タイプ 10,250

新時代に飛躍する新・大雪圏域観光振興プロジェクト～都市と自然，仕事と遊びを繋ぐシームレス
な観光地づくりの推進～

横展開タイプ 44,034

津軽地域におけるDMOの持続可能な観光地域づくり事業 横展開タイプ 6,000

ポストコロナを見据えた「持続可能な観光地域づくりモデル市町村」形成事業 横展開タイプ 102,993



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

山形県

山形県鶴岡市

山形県新庄市

山形県寒河江市

山形県長井市

山形県尾花沢市

山形県

山形県鶴岡市

山形県

山形県鶴岡市

山形県酒田市

山形県遊佐町

山形県

山形県鶴岡市

山形県大江町

山形県寒河江市

山形県

山形県河北町

山形県西川町

山形県朝日町

山形県大江町

福島県

福島県郡山市

福島県須賀川市

福島県西会津町

福島県南会津町

福島県

福島県石川町

福島県西会津町

福島県

福島県福島市

福島県白河市

福島県玉川村

福島県福島市

宮城県気仙沼市

岩手県久慈市

茨城県

茨城県石岡市

茨城県

茨城県水戸市

茨城県日立市

茨城県常陸太田市

茨城県ひたちなか市

茨城県常陸大宮市

茨城県那珂市

茨城県茨城町

茨城県大洗町

茨城県城里町

茨城県東海村

茨城県土浦市

茨城県潮来市

茨城県かすみがうら市

茨城県行方市

群馬県

群馬県中之条町

群馬県みなかみ町

誰もが居場所と役割を持って生涯活躍できる地域コミュニティづくり推進事業 横展開タイプ 113,815

がん地域医療次世代モデル構築推進事業 横展開タイプ 106,922

光と食でおもてなし！見て、食して、体感する～山形どまんなか冬季観光プロジェクト～ 横展開タイプ 37,470

スタートアップふくしま創造事業 横展開タイプ 100,375

他産業と連携した水産業の新たなバリューチェーン等の構築による漁村と内水面漁業地域の創生
事業

横展開タイプ 29,357

やまがたの未来を担う元気な農林業人材（ひと）づくりプロジェクト 横展開タイプ 75,745

被災３県ドラマ舞台地の連携による観光周遊促進と新たな産業創出に向けた関係人口拡大おかえ
りプロジェクト

横展開タイプ 59,506

ビジット茨城・DX誘客促進事業 横展開タイプ 63,280

「ふくしまの宝」をつないで稼ぐプロジェクト 横展開タイプ 52,925

ニューノーマル観光モデル創出からはじめる地域活力向上計画＠ふくしま 横展開タイプ 115,694

群馬県インバウンド誘客推進事業 横展開タイプ 54,267

いばらきサイクルツーリズム推進強化事業 横展開タイプ 25,773

サイクリングによる地域活性化事業 横展開タイプ 14,023



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

群馬県

群馬県富岡市

群馬県

群馬県富岡市

群馬県前橋市

群馬県桐生市

群馬県渋川市

群馬県みどり市

千葉県市原市

千葉県君津市

神奈川県

神奈川県小田原市

神奈川県南足柄市

神奈川県中井町

神奈川県大井町

神奈川県松田町

神奈川県山北町

神奈川県開成町

神奈川県箱根町

神奈川県真鶴町

神奈川県湯河原町

富山県

富山県富山市

富山県高岡市

富山県魚津市

富山県氷見市

富山県滑川市

富山県黒部市

富山県砺波市

富山県小矢部市

富山県南砺市

富山県射水市

富山県舟橋村

富山県上市町

富山県立山町

富山県入善町

富山県朝日町

石川県

富山県

福井県

石川県

石川県金沢市

石川県

石川県七尾市

石川県輪島市

石川県珠洲市

石川県羽咋市

石川県志賀町

石川県宝達志水町

石川県中能登町

石川県穴水町

石川県能登町

ニューノーマルに対応した観光県ぐんま育成プロジェクト 横展開タイプ 64,749

SATOYAMAライフ＆ワークプロジェクト 横展開タイプ 34,483

「新たな日常」を見据えた県西地域活性化プロジェクト展開事業 横展開タイプ 98,981

ｅスポーツを活用した産業・地域活性化事業 横展開タイプ 38,800

赤城山広域連携サイクルツーリズム 横展開タイプ 14,693

工芸文化の魅力発信によるいしかわ百万石文化交流推進プロジェクト 横展開タイプ 73,936

国際連携・企業連携による里山里海の活性化ステップアップ事業 横展開タイプ 69,920

多様な産業・人材の参画による地域全体が潤う「稼げる」観光地づくり推進事業 横展開タイプ 133,699

北陸産業の新フロンティア開拓事業 横展開タイプ 300,000



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

石川県金沢市

石川県白山市

石川県七尾市

石川県羽咋市

石川県中能登町

福井県

福井県美浜町

福井県若狭町

長野県

長野県諏訪市

長野県

南信州広域連合

長野県塩尻市

長野県安曇野市

新潟県糸魚川市

岐阜県

岐阜県岐阜市

岐阜県

岐阜県各務原市

岐阜県

岐阜県可児市

岐阜県垂井町

岐阜県関ケ原町

岐阜県輪之内町

滋賀県

滋賀県大津市

滋賀県草津市

滋賀県守山市

滋賀県野洲市

滋賀県米原市

京都府

京都府京都市

京都府福知山市

京都府綾部市

京都府宇治市

京都府亀岡市

京都府城陽市

京都府八幡市

京都府京田辺市

京都府南丹市

京都府木津川市

京都府久御山町

京都府井手町

京都府宇治田原町

京都府笠置町

京都府和束町

京都府精華町

京都府南山城村

京都府京丹波町

ふくいの自然と食で「稼ぐ」観光地域づくり推進事業
～三方五湖エリアにおけるコロナ時代のモデルリゾート整備～

横展開タイプ 56,238

「諏訪湖創生推進拠点」を核とした諏訪湖の魅力向上・発信プロジェクト 横展開タイプ 27,830

歴史と伝統が育んだ文化を活用した次世代育成と関係人口拡大プロジェクト 横展開タイプ 85,650

広域連携による持続可能なまちづくり計画 横展開タイプ 80,800

文化芸術による地域の担い手育成・拡大プロジェクト 横展開タイプ 110,000

空宙博を核とした「まちの賑わい」創出事業 横展開タイプ 144,626

アジアの航空機システム拠点における産業化促進 横展開タイプ 31,100

地方における時短就労者を対象とした自営型テレワーク推進事業 横展開タイプ 28,879

あなたとともに「心やすらぐ地域の暮らし」を　～みんなが主役の地域振興事業～ 先駆タイプ 396,024

新たな人の流れづくりに向けた戦国武将観光の広域展開 横展開タイプ 129,514

健康でエコなマイクロツーリズム推進プロジェクト 横展開タイプ 52,355



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

京都府

京都府福知山市

京都府舞鶴市

京都府綾部市

京都府宮津市

京都府亀岡市

京都府城陽市

京都府八幡市

京都府京田辺市

京都府南丹市

京都府木津川市

京都府井手町

京都府精華町

京都府伊根町

京都府与謝野町

京都府舞鶴市

京都府福知山市

京都府綾部市

京都府宮津市

京都府京丹後市

京都府伊根町

京都府与謝野町

大阪府

大阪府大阪市

大阪府

大阪府大阪市

大阪府貝塚市

北海道七飯町

岩手県花巻市

山形県村山市

福島県田村市

石川県白山市

長野県須坂市

岐阜県山県市

静岡県西伊豆町

愛知県豊根村

大阪府泉南市

兵庫県朝来市

徳島県阿南市

高知県室戸市

福岡県小郡市

佐賀県基山町

熊本県阿蘇市

大分県豊後高田市

兵庫県西脇市

岩手県金ケ崎町

福井県大野市

京都府南丹市

奈良県

奈良県天理市

奈良県王寺町

和歌山県

和歌山県那智勝浦町

和歌山県串本町

「子育て、子育ちにやさしい」京都創生プロジェクト事業 横展開タイプ 243,330

大阪ショーケース機能強化及びSDGsの実現に向けた観光推進・地域活性化事業 横展開タイプ 32,300

「恋人の聖地」広域市町村連携によるデジタル･シティプロモーション事業 横展開タイプ 369,033

「海の京都連携都市圏」形成推進事業 横展開タイプ 193,803

世界に伍するスタートアップ・エコシステム構築事業 先駆タイプ 123,013

最南端から最先端へ！民間ロケット発射場を核とした地方創生プロジェクト 横展開タイプ 49,014

飛び地自治体連携による成果連動型スポーツ健康まちづくり事業 横展開タイプ 77,160

サービスデザイン導入による「ここなら（奈良）ではの人づくり」プロジェクト 横展開タイプ 63,854



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

和歌山県御坊市

和歌山県美浜町

和歌山県日高町

和歌山県由良町

和歌山県印南町

和歌山県みなべ町

和歌山県日高川町

鳥取県

鳥取県米子市

鳥取県境港市

鳥取県日吉津村

鳥取県大山町

鳥取県南部町

鳥取県伯耆町

鳥取県日南町

鳥取県日野町

鳥取県江府町

鳥取県倉吉市

鳥取県琴浦町

鳥取県倉吉市

鳥取県三朝町

鳥取県湯梨浜町

鳥取県琴浦町

鳥取県北栄町

鳥取県八頭町

鳥取県若桜町

岡山県西粟倉村

北海道厚真町

宮城県気仙沼市

島根県雲南市

愛媛県久万高原町

宮崎県日南市

山口県

山口県防府市

山口県山陽小野田市

山口県柳井市

山口県周防大島町

山口県上関町

山口県田布施町

山口県平生町

山口県和木町

山口県長門市

山口県美祢市

山口県下関市

徳島県

徳島県阿波市

徳島県板野町

徳島県藍住町

徳島県北島町

体験交流型観光を基軸とした御坊日高広域まちづくりプロジェクト～人こそが地域を創る～ 先駆タイプ 4,842

列車増発による利便性の向上を活かした若桜鉄道新たな需要創出事業 横展開タイプ 17,000

自治体広域連携によるローカルベンチャー拡大推進事業
～官民共同・地域間連携による企業版関係人口創出・右腕人材マッチングプラットフォームの開発
～

横展開タイプ 225,224

「観光から関係人口・企業移転」までを「標高0ｍから大山頂上」で切れ目なく受け入れ、来訪者の
幸せ実現をめざす大山・日野川圏域

横展開タイプ 23,747

地域間の連携強化及び関係人口の増加による移住定住促進事業 横展開タイプ 11,000

社会・経済状況の変化に適応する「とくしま農林水産業」生産力強化戦略 横展開タイプ 105,360

デジタルの活用によりやまぐちの魅力あるしごとに繋ぐ産業人材定着・還流推進事業 横展開タイプ 87,999

海・山・人が織りなす観光地の未来創造事業 横展開タイプ 32,542



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

徳島県徳島市

徳島県鳴門市

徳島県小松島市

徳島県吉野川市

徳島県阿波市

徳島県勝浦町

徳島県上勝町

徳島県佐那河内村

徳島県石井町

徳島県神山町

徳島県松茂町

徳島県北島町

徳島県藍住町

徳島県板野町

徳島県上板町

徳島県鳴門市

兵庫県南あわじ市

香川県小豆島町

香川県土庄町

愛媛県

愛媛県八幡浜市

愛媛県大洲市

愛媛県砥部町

愛媛県

愛媛県宇和島市

愛媛県八幡浜市

愛媛県大洲市

愛媛県西予市

愛媛県内子町

愛媛県伊方町

愛媛県松野町

愛媛県鬼北町

愛媛県愛南町

愛媛県

愛媛県大洲市

愛媛県西予市

愛媛県久万高原町

高知県本山町

高知県大豊町

高知県土佐町

高知県大川村

高知県大豊町

高知県本山町

福岡県

福岡県うきは市

福岡県

福岡県久留米市

イーストとくしまDMOニューツーリズム推進による新たな事業創出による地域活性化の実現 横展開タイプ 18,360

食べてみとん愛顔になるけん！ニューノーマルに対応した愛媛の農林水産物のブランド化・販売促
進事業

横展開タイプ 135,897

つながるきずな、ひろがるいやし、愛媛県南予から発信する「愛媛シフト！！」 横展開タイプ 191,317

世界最大級『鳴門の渦潮』を中心とした広域観光ブランディング事業 横展開タイプ 22,874

小豆島地域ブランド推進事業 横展開タイプ 18,000

地域事業体のICTを活用したスマート農林業による地場産業振興プロジェクト 横展開タイプ 22,425

ポスト・ウィズコロナ対策を踏まえた魅力あるふくおか農林水産業の構築 横展開タイプ 107,062

まじめな愛媛の林業！魅力ある林業創生推進事業 横展開タイプ 65,691

四国の真ん中で広域観光戦略創出事業 横展開タイプ 7,979

福岡バイオコミュニティ形成プロジェクト 横展開タイプ 163,149



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

福岡県

福岡県久留米市

福岡県飯塚市

福岡県田川市

福岡県柳川市

福岡県八女市

福岡県筑後市

福岡県大川市

福岡県うきは市

福岡県みやま市

福岡県大木町

福岡県広川町

福岡県香春町

福岡県北九州市

山口県下関市

福岡県直方市

福岡県行橋市

福岡県豊前市

福岡県中間市

福岡県宮若市

福岡県芦屋町

福岡県水巻町

福岡県岡垣町

福岡県遠賀町

福岡県小竹町

福岡県鞍手町

福岡県香春町

福岡県苅田町

福岡県みやこ町

福岡県上毛町

福岡県築上町

福岡県久留米市

福岡県大川市

福岡県小郡市

福岡県うきは市

福岡県大刀洗町

福岡県大木町

福岡県直方市

福岡県宮若市

福岡県小竹町

福岡県鞍手町

人の流れや投資を呼び込む「新たな都市ブランディング」推進事業 横展開タイプ 67,195

「新たな日常」における地域間連携による「民需」「人の流れ」創出プロジェクト 横展開タイプ 190,302

魅力ある地域づくりによる移住・定住促進事業 横展開タイプ 131,841

直鞍広域　未来を担うＩＴ人材育成事業 横展開タイプ 1,898



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

長崎県

長崎県長崎市

長崎県佐世保市

長崎県島原市

長崎県諫早市

長崎県大村市

長崎県平戸市

長崎県松浦市

長崎県対馬市

長崎県五島市

長崎県西海市

長崎県雲仙市

長崎県長与町

長崎県東彼杵町

長崎県川棚町

長崎県波佐見町

佐賀県

佐賀県唐津市

佐賀県伊万里市

佐賀県武雄市

佐賀県嬉野市

佐賀県有田町

長崎県

長崎県長崎市

長崎県佐世保市

長崎県島原市

長崎県諫早市

長崎県大村市

長崎県平戸市

長崎県松浦市

長崎県対馬市

長崎県壱岐市

長崎県五島市

長崎県西海市

長崎県雲仙市

長崎県南島原市

長崎県長与町

長崎県時津町

長崎県東彼杵町

長崎県川棚町

長崎県波佐見町

長崎県小値賀町

長崎県佐々町

長崎県新上五島町

長崎県

長崎県佐世保市

長崎県松浦市

長崎県

長崎県長崎市

長崎県新上五島町

地方回帰と産業構造の変化を捉えた大規模人材還流プロジェクト 先駆タイプ 384,467

食品関連事業者が活躍する長崎県産品振興プロジェクト 横展開タイプ 114,082

まちの変化を力にした地域内外の交流拡大・地域の賑わい創出プロジェクト 先駆タイプ 590,396

県内中小企業ＤＸ推進プロジェクト 横展開タイプ 87,716



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

長崎県長崎市

長崎県諫早市

長崎県大村市

佐賀県嬉野市

佐賀県小城市

佐賀県佐賀市

福岡県飯塚市

福岡県北九州市

熊本県八代市

熊本県芦北町

熊本県氷川町

大分県

大分県中津市

大分県佐伯市

大分県大分市

大分県国東市

大分県玖珠町

大分県

大分県別府市

大分県中津市

大分県日田市

大分県

大分県大分市

大分県中津市

大分県日田市

大分県豊後高田市

大分県国東市

宮崎県

宮崎県西米良村

宮崎県

宮崎県都農町

鹿児島県

鹿児島県鹿屋市

鹿児島県

鹿児島県霧島市

鹿児島県

鹿児島県日置市

ＤＸによる八代圏域ツナガル推進事業 横展開タイプ 10,312

農林水産業サプライチェーン最適化推進事業 横展開タイプ 82,781

「砂糖文化を広めた長崎街道～シュガーロード～」を活かしたマイクロツーリズム促進、食料品製造
業収益性向上事業

横展開タイプ 3,150

国東半島の鬼などの文化資源を活かした地域の賑わい創出事業 横展開タイプ 5,000

オールみやざきで創る移住・就業による農水産業の担い手育成、就業環境整備事業 横展開タイプ 21,972

若者が安心して働ける環境づくり推進事業 横展開タイプ 83,602

おおいたの未来を牽引する事業者育成体制整備事業 横展開タイプ 63,507

新たな人の流れ創出プロジェクト 横展開タイプ 35,215

新産業創出！企業の「稼ぐ力」育成・支援プロジェクト 横展開タイプ 63,970

「食と健康」のイノベーション創出事業 横展開タイプ 39,897

人と自然が共生する持続可能な地域づくりプロジェクト 横展開タイプ 37,173



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

北海道 海外市場動向に対応した食の輸出拡大推進事業 横展開タイプ 55,845

北海道函館市 はこだて“ニコニコパクパク”健幸シティプロジェクト 横展開タイプ 15,624

北海道函館市 “地域いきいき”函館で働きたい若者応援プロジェクト 横展開タイプ 11,526

北海道旭川市 ニューノーマル時代を切り拓く地域の稼ぐ力向上プロジェクト 横展開タイプ 4,125

北海道室蘭市 デジタルトランスフォーメーション推進支援事業 横展開タイプ 2,410

北海道釧路市 アドベンチャートラベル推進事業～地方における持続可能な世界一級の観光地域づくり～ 横展開タイプ 22,250

北海道岩見沢市 観光振興戦略推進事業～体験型観光とミニマムツーリズムの推進～ 横展開タイプ 5,825

北海道網走市 地域資源を活用した共生型地域社会づくり事業（リエントリー事業） 横展開タイプ 2,102

北海道恵庭市 新ガーデンデザインプロジェクト推進事業 横展開タイプ 22,800

北海道上ノ国町
旧湯ノ岱小学校を利活用した「サテライトオフィスを持ったワイナリー」による産業活性化及び交流
人口等拡大事業

横展開タイプ 9,449

北海道上川町
交流×関係×定住による持続可能な地域経済・暮らしの構築～ニューノーマルを切り拓くローカル
イノベーション推進プロジェクト～

横展開タイプ 58,135

北海道東川町 「適疎ワーキング」による企業等との関係人口創出・拡大事業 横展開タイプ 70,000

北海道美瑛町 関係人口の創出・拡大からひと・しごとを呼び込む循環づくり事業 横展開タイプ 12,676

北海道遠軽町 遠軽町移住・定住拡大推進計画 横展開タイプ 6,700

北海道白老町 関係人口創出・若者定着促進プロジェクト 横展開タイプ 9,025

北海道安平町 移住定住施策と連動したあびら教育プラン推進プロジェクト 横展開タイプ 8,117

北海道むかわ町 恐竜ブランドを活かした震災・コロナ禍からのむかわルネサンス（再生）プロジェクト 横展開タイプ 9,750

北海道上士幌町 上士幌スマートタウン推進・関係人口創出プロジェクト 横展開タイプ 46,326

北海道芽室町 障がい者が安心して働き続けられる町づくり事業 横展開タイプ 2,532

北海道更別村 持続可能な地域社会づくりのための『人財』育成プロジェクトNo.1（更別村×SDGs） 横展開タイプ 24,586

青森県 台湾におけるビジネス拡大とインバウンド需要拡大事業 横展開タイプ 45,017

青森県 あおもりフローズンフードプロジェクト 横展開タイプ 25,975

青森県 中小企業の研究開発とイノベーション促進による県内産業活性化プロジェクト 横展開タイプ 17,720

青森県 経済成長を支える漁業・漁村の付加価値向上事業 横展開タイプ 15,631

青森県 支え合い共に生きる「地域のゆりかご」プロジェクト 横展開タイプ 21,998

青森県青森市 AOMORI STARTUP CENTERを核としたローカルイノベーション創出事業 横展開タイプ 20,859

岩手県 いわての畜産業産地支援及び消費拡大プロジェクト推進事業 横展開タイプ 7,547

岩手県 いわての農業水産業高度化プロジェクト事業 横展開タイプ 7,216

岩手県 岩手県内外の若者確保・定着促進事業 横展開タイプ 65,390

岩手県盛岡市 盛岡AI・IoTプラットフォーム事業 横展開タイプ 3,500

岩手県釜石市 担い手人材の還流により、社会・経営課題を解決する「釜石市まちの人事部」事業 横展開タイプ 9,036

＜２．先駆タイプ・横展開タイプ　単独事業分＞



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

岩手県釜石市 釜石市雇用・定住総合サポート事業 横展開タイプ 19,135

岩手県雫石町 全世代・全員が活躍！「誰もが活躍できる 確かな居場所」づくり 横展開タイプ 13,200

岩手県紫波町 酒のまち紫波ブランディング推進事業 横展開タイプ 3,000

岩手県西和賀町 西和賀高校と協働した地域人材育成事業 横展開タイプ 1,740

岩手県大槌町 おおつち震災伝承ツーリズム推進事業 横展開タイプ 3,907

岩手県大槌町
メディアミックス地域おこし（官民協働によるコンテンツツーリズム聖地巡礼創出、デジタルトランス
フォーメーションとライセンスビジネスを通じた地域商業者支援）

横展開タイプ 12,000

宮城県 宮城を支える「人」づくり推進事業 横展開タイプ 42,672

宮城県 多様な人が集まり，活躍できる「地域」づくり 横展開タイプ 56,659

宮城県 農林水産業のイノベーション促進事業 横展開タイプ 76,509

宮城県 海外から稼ぐみやぎの地方創生推進事業 横展開タイプ 88,514

宮城県 地域の魅力向上事業 横展開タイプ 73,778

宮城県仙台市 「AI-Ready都市・仙台」の実現に向けたAI関連ビジネスエコシステム構築事業 横展開タイプ 27,817

宮城県仙台市 デジタルで人と地域をつなぐオンライン観光等推進事業 横展開タイプ 12,972

宮城県仙台市 仙台都市圏インバウンド戦略再構築事業 横展開タイプ 12,333

宮城県仙台市 先端テクノロジーを活用したSDGsビジネス実証支援事業 横展開タイプ 3,427

宮城県多賀城市 文化による心の復興推進及び防災減災伝承プロジェクト 横展開タイプ 14,999

宮城県亘理町 わたり 新たなにぎわい創出プロジェクト 横展開タイプ 56,435

宮城県加美町 空き家を活用したローカルシフト 横展開タイプ 3,108

秋田県 ＤＸ推進の加速化による地域イノベーション創出事業 横展開タイプ 15,825

秋田県 若年女性の県内定着が進む社会づくり推進事業 横展開タイプ 19,100

秋田県 体験型コンテンツ販路拡大等による誘客促進事業 横展開タイプ 62,684

秋田県 秋田の食品産業付加価値向上プロジェクト事業 横展開タイプ 11,989

秋田県鹿角市 若者の育成と若者とのつながりによる地域活性化事業 横展開タイプ 1,751

秋田県大仙市 大仙市健幸まちづくりプロジェクト　歩いてはかって地域が元気に！健”幸”が導く明日の大仙 横展開タイプ 7,811

秋田県にかほ市 にかほワーケーションフィールド構築事業 横展開タイプ 9,493

秋田県仙北市 人の流れと新たな時代をつくるサテライトオフィス誘致促進事業 横展開タイプ 6,437

山形県
「新しい山形の過ごし方」（県内資源の魅力を活かした滞在型観光）の提案によるインバウンド誘客
促進事業

横展開タイプ 24,452

山形県 デジタル技術を活用した幸せな地域づくり推進事業 横展開タイプ 11,891

山形県 多様な「チカラ」の結集による総合的産業活性化事業 横展開タイプ 77,297

山形県 バイオ関連産業エコシステム形成促進事業 横展開タイプ 13,156

山形県 収益性の高い農業の展開と県産農産物等の付加価値向上推進事業 横展開タイプ 98,225

山形県山形市 やまがたが育んできた文化や資源を活用した関係人口深化事業 横展開タイプ 12,854



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

山形県鶴岡市 産業文化遺産と映画機能のクリエイティブな継承による中心市街地賑わい再生プロジェクト 横展開タイプ 2,000

山形県鶴岡市
生きる力を育む、豊かな心を育てる次世代教育推進による定住促進事業　～教育の力で温海を活
性化～

横展開タイプ 947

山形県鶴岡市 SDGs未来都市推進事業 横展開タイプ 2,778

山形県鶴岡市 庄内藩酒井家400年の歴史から学び、創造する、100年後の未来へつなぐまちづくり 横展開タイプ 12,090

山形県村山市 中心市街地のにぎわい創造と新しい「しごと」づくり事業 横展開タイプ 17,651

山形県村山市 ICTを活用した官民連携によるメディカルフィットネス事業 横展開タイプ 30,035

山形県長井市 芸術・文化を活かした交流人口・関係人口拡大事業 横展開タイプ 38,145

山形県鮭川村 地域商社の設立による特産品開発及び関係人口拡大プロジェクト 横展開タイプ 1,500

山形県高畠町 「大人の社会塾」から発展させた移住定住促進事業 横展開タイプ 2,000

山形県小国町 白い森おぐにの環境と食からつながる関係人口創出拡大事業 横展開タイプ 11,307

福島県 デジタルを核とした新たな県産品販路拡大プロジェクト 横展開タイプ 32,161

福島県 ふくしまがつなぐ　次世代医療機器開発・マッチング推進事業 横展開タイプ 96,758

福島県 地域で稼ぐICT関連産業創出事業 横展開タイプ 38,928

福島県いわき市 アウトドアエンターテイメント創造事業 ～ Let's hang out!! ～ 横展開タイプ 6,882

福島県いわき市 スマートモビリティ×データドリブンを核としたいわきスマートシティ推進事業 横展開タイプ 12,048

福島県白河市 多世代共生の潤いのまちづくり「誰もが楽しく生涯活躍できる"みちのくの玄関白河"」 横展開タイプ 35,852

福島県田村市 田村市小さな拠点形成モデル事業 横展開タイプ 10,960

福島県国見町 地域全体でのまちづくり人材育成プロジェクト 横展開タイプ 4,430

福島県国見町 官民コンソーシアムによるレジリエンス産業創出プロジェクト 横展開タイプ 20,000

福島県古殿町 滞在・体験型プログラムでの移住交流促進事業 横展開タイプ 2,725

茨城県 スタートアップ・エコシステム拠点都市推進事業 横展開タイプ 68,946

茨城県 高度IT人材等育成・新事業創出支援事業 横展開タイプ 11,095

茨城県日立市 若者かがやき事業 横展開タイプ 3,414

茨城県常陸太田市 地域資源を活用した常陸太田市ワーケーション推進事業 横展開タイプ 1,144

茨城県高萩市 きっと高萩を好きになる！Takahagiファンづくりのための魅力発信プロジェクト 横展開タイプ 2,410

茨城県つくば市 持続可能な地域づくりに向けた地域資源マネタイズプロジェクト 横展開タイプ 6,660

茨城県つくば市 自転車利用推進による三密を回避したつくば市内及び近隣自治体間との回遊性向上促進事業 横展開タイプ 9,722

茨城県つくば市 市民中心のSociety5.0社会推進事業 横展開タイプ 7,324

茨城県ひたちなか市 「ウェルカム！こだわりさん。」　ひたちなか市移住・定住促進事業 横展開タイプ 8,845

茨城県守谷市 豊かな自然と人の賑わいが共存するサステナブルな駅前拠点創出プロジェクト 横展開タイプ 10,560

茨城県那珂市 アグリビジネス戦略推進事業 横展開タイプ 576

茨城県つくばみらい市 地域資源をフル活用した「みらい型農園事業」 横展開タイプ 5,616



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

茨城県大子町 地域資源を活かした関係・交流人口創出事業 横展開タイプ 5,429

茨城県境町 河岸の街さかい復興プロジェクト～自動運転バスを活用したサステナブルなまちづくり計画～ 横展開タイプ 69,924

茨城県利根町 利根町welcomeプロジェクト 横展開タイプ 1,155

栃木県 Society5.0の実現に向けた栃木県DX推進事業 横展開タイプ 84,959

栃木県 自転車先進県とちぎサイクルツーリズム推進事業 横展開タイプ 21,618

栃木県 県産農産物等の活用による食の競争力向上事業 横展開タイプ 30,156

栃木県宇都宮市 LRT沿線まちづくり推進事業 横展開タイプ 36,750

栃木県宇都宮市
みやテレワーキング事業を核とした地域活性化促進事業～テレワーケーション都市うつのみやの
実現を目指して～

横展開タイプ 11,500

栃木県足利市 里山環境を活かした持続可能なまちづくり事業 横展開タイプ 4,983

栃木県真岡市 地域公共交通でつながるだれもが”わくわく”するまちプロジェクト 横展開タイプ 6,474

栃木県上三川町
「ORIGAMI×かみのかわ」未来シナリオ　世界的折り紙作家　吉澤章が見た風景　～１００年前の上
三川を巡る～

横展開タイプ 3,505

栃木県益子町 ランドスケープ計画を核とした地域の担い手・関係人口創出事業 横展開タイプ 13,904

栃木県市貝町 地場産農作物及び加工品の販路拡大事業・利活用推進プロジェクト 横展開タイプ 1,719

群馬県 ぐんまのクリエィティブ拠点化推進 横展開タイプ 18,968

群馬県 産業ニューノーマル創出事業 横展開タイプ 29,112

群馬県 ものづくり産業ＤＸ推進事業 横展開タイプ 32,847

群馬県 ニューノーマルに対応した水産業を核とした地域振興 横展開タイプ 11,032

群馬県前橋市 前橋市高校生学習室を核とした若者定住促進事業～「リンクまえばし」プロジェクト～ 横展開タイプ 14,046

群馬県太田市 地元企業・大学と連携したグローカル人材育成による生産性向上と多文化共生事業 横展開タイプ 2,000

群馬県上野村 上野村ずっと現役・元気ハツラツ健幸寿命延伸推進事業 横展開タイプ 70,000

群馬県上野村 森林資源を未来へつなげ”木育の村・上野村”推進プロジェクト 横展開タイプ 37,945

埼玉県 新しい社会にも対応した新しい人の流れ創出・拡大プロジェクト 横展開タイプ 39,349

埼玉県 社会課題解決型創業支援事業 横展開タイプ 9,675

埼玉県さいたま市 さいたま市版スポーツオープンイノベーションプラットフォーム（SOIP）構築支援計画 横展開タイプ 4,013

埼玉県秩父市 世界標準DMOを目指す地域商社構築事業 横展開タイプ 10,000

埼玉県狭山市 新たなモビリティサービス推進事業 横展開タイプ 15,000

埼玉県鴻巣市 コウノトリの里づくりによる「こうのとりブランド」確立事業 横展開タイプ 4,071

埼玉県和光市 地域拠点間を接続する自動運転サービス導入事業（和光版ＭａａＳ構想案） 横展開タイプ 31,000

千葉県銚子市 長期滞在・交流型ワーケーションの推進による地域活性化事業 横展開タイプ 2,250

千葉県茂原市 効果的な情報発信を目指した地域内人材エコシステムの構築事業 横展開タイプ 4,500

千葉県旭市 多世代交流施設を起点としたコミュニティ活性化事業 横展開タイプ 6,100

千葉県柏市 手賀沼地域「小さな拠点」創出事業 横展開タイプ 5,500



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

千葉県流山市 流山ディスティネーションプロジェクト　「住宅都市」を「訪れたくなるまち」へ 横展開タイプ 15,000

千葉県八街市 やちまた魅力発信・移住定住促進事業 横展開タイプ 5,009

千葉県南房総市
ワーケーションから始まる「新たな人の流れ」とビジネスマッチングによる地域活力創造・産業高度
化事業

横展開タイプ 26,161

千葉県多古町 多古で繋がる「全世代活躍・人材確保創出」戦略展開プロジェクト 横展開タイプ 5,000

千葉県長生村 交流センターを核とした「LONG&LIVE」移住・交流促進プロジェクト 横展開タイプ 11,000

神奈川県横浜市 横浜から世界へ羽ばたく「新たなヘルスケアビジネスの創出」支援事業 横展開タイプ 10,500

神奈川県横浜市 「ハマフェス」を契機とした横浜都心部賑わい創出事業 横展開タイプ 30,000

神奈川県川崎市
殿町国際戦略拠点「キングスカイフロント」を核としたライフサイエンス分野におけるイノベーション
創出に向けた連携・共創プロジェクト

横展開タイプ 9,694

神奈川県川崎市 川崎型地域中小企業福祉産業創出事業 横展開タイプ 15,347

神奈川県川崎市 副業・兼業人材活用によるイノベーション創出事業 横展開タイプ 34,425

神奈川県小田原市 おだわらイノベーションラボを核とした官民連携強化・共創による持続可能なまちづくり事業 横展開タイプ 22,125

神奈川県秦野市
「本物の魅力」が見つかる表丹沢～「都心から近い山岳・里山アクティビティの聖地」に向けた表丹
沢ツーリズムの確立～

横展開タイプ 3,850

新潟県 観光（インバウンド）施策と連動した戦略的海外展開支援事業 横展開タイプ 100,000

新潟県 地方分散の流れを加速化させる戦略的移住促進事業 横展開タイプ 84,865

新潟県新潟市 古町再生プロジェクト推進事業 横展開タイプ 25,150

新潟県新潟市 地域企業のデジタル化と異業種連携によるＤＸ推進事業 横展開タイプ 12,249

新潟県新潟市 仕事と暮らしの強みを活かした若者人材定着事業 横展開タイプ 41,299

新潟県燕市 狙え！高成長市場「ものづくりのまち燕」DX推進事業 横展開タイプ 27,810

新潟県燕市 「大河津分水通水100周年」を契機とした、地域資源活用による関係人口創出事業 横展開タイプ 20,181

新潟県五泉市 「五泉の魅力をつなぐ」地域の特性を活かした交流推進・地域活性化事業 横展開タイプ 69,663

新潟県佐渡市 島の作物まるごとSADOSANブランド化構築事業 横展開タイプ 8,330

新潟県南魚沼市 みらいの雪国を創る人材育成及びしごと創生事業 横展開タイプ 22,895

新潟県南魚沼市 雪国で共に創るスポーツを通じた健康増進プロジェクト 横展開タイプ 15,000

富山県高岡市 人材育成・都市部人材獲得による地域活性化事業 横展開タイプ 2,500

富山県高岡市 デジタル掲示板を活用した若者のまちづくりへの参画支援事業 横展開タイプ 4,972

富山県氷見市 観光×生物多様性保全を目的とした「ひみ発アクアツーリズム」検討プロジェクト 横展開タイプ 3,239

富山県南砺市 土徳とニューツーリズムで紡ぐ南砺ファンとの関係強化による持続可能な観光地の創生 横展開タイプ 14,899

富山県上市町 地域資源とミライ技術を活用した地域活性化事業 横展開タイプ 10,794

石川県金沢市 金沢市ＳＤＧｓ未来都市計画推進事業 横展開タイプ 85,000

石川県加賀市 デジタル技術活用教育事業 横展開タイプ 10,067

石川県加賀市 人口増加と関係人口創出拡大のための移住サポート強化と空き家整備事業 横展開タイプ 12,720

石川県能登町 「能登の暮らしを受け継ぐ」関係人口創出事業 横展開タイプ 9,503



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

福井県 集落を拓く攻めの地域づくりプロジェクト 横展開タイプ 100,000

福井県 ウィズコロナ・アフターコロナ時代に適応した福井デジタル創生事業 横展開タイプ 95,822

福井県おおい町 おおい町新たな魅力創出！名田庄ロングトレイルプロジェクト”おおい”に満喫事業 横展開タイプ 4,911

山梨県 やまなしＤＭＯ連携観光地域づくり推進事業 横展開タイプ 98,867

山梨県 地域課題解決推進事業 横展開タイプ 28,000

山梨県 地域プロモーション戦略によるコーポレートブランド向上事業 横展開タイプ 66,441

山梨県 新しい生活様式に対応した二拠点居住推進強化事業 横展開タイプ 44,027

山梨県甲府市
ひと・地域・まちの元気アップ促進事業　～健康づくりとヘルスケア産業の活性化に向けたまちづく
り～

横展開タイプ 4,965

山梨県都留市 生涯活躍のまち・つる２．０ インキュベーションコミュニティ構築事業 横展開タイプ 22,304

長野県 信州医療機器ベンチャー創出促進事業 横展開タイプ 42,481

長野県 信州新食品産業創生事業 横展開タイプ 10,183

長野県 ライフステージに応じた学びの基盤づくりによる産業人材育成事業 横展開タイプ 10,961

長野県
日本に、世界に、なくてはならない価値を創造し、「稼ぐ力」の向上を図るためのNAGANOブランド発
信事業

横展開タイプ 33,332

長野県 信州プレミアムポーク地域密着ブランド事業 横展開タイプ 19,979

長野県長野市 「長期戦略2040」推進プロジェクト 横展開タイプ 22,652

長野県長野市 長野市小規模事業者DX推進事業 横展開タイプ 1,040

長野県松本市 アートでまちなか「進化」プロジェクト 横展開タイプ 65,027

長野県上田市 官民連携による多面的地域振興事業 横展開タイプ 11,713

長野県岡谷市 「岡谷へ行こう」関係人口等創出・拡大事業 横展開タイプ 2,772

長野県岡谷市 「日本唯一のシルクのまち」岡谷シルク推進事業 横展開タイプ 3,500

長野県伊那市 しごと2.0（働き方ダイバーシティ）創出事業 横展開タイプ 36,950

長野県塩尻市 信州塩尻　日本遺産木曽路の玄関口「奈良井宿」を核とした観光振興プロジェクト 横展開タイプ 11,250

長野県塩尻市 オンデマンド型地域公共交通システム構築プロジェクト 横展開タイプ 13,320

長野県塩尻市 伴走型共創プラットフォーム構築事業 横展開タイプ 10,024

長野県佐久市 「魅力あるしごと」を通じたＵＩＪターン促進事業 横展開タイプ 10,500

長野県安曇野市 安曇野市技術者育成・企業経営健全化促進事業 横展開タイプ 5,050

長野県安曇野市 天蚕・北アルプス等地域資源を活用した観光担い手育成事業 横展開タイプ 10,000

長野県佐久穂町 さくほリビングラボ構想　～産学官民共創プラットフォームの構築による新たな挑戦の創出～ 横展開タイプ 6,385

長野県立科町 アイデアソンを起点とした中小事業者の稼ぐ力向上支援と関係人口創出事業 横展開タイプ 2,125

長野県箕輪町 健康づくりみのわの輪推進プロジェクト 横展開タイプ 916

長野県信濃町 そば産業の地域内連環による地域創生 横展開タイプ 2,215

長野県飯綱町 地方から未来を創る「ローカルベンチャー」創出事業 横展開タイプ 42,500



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

岐阜県 リモート社会に対応する「フレキシブルな働き方」実現による人の流れの創出事業 横展開タイプ 61,842

岐阜県 移住定住促進に向けた若者の就業・定着強化プロジェクト 横展開タイプ 69,633

岐阜県 ＳＤＧｓを原動力とした「清流の国ぎふ」づくりとサステイナブル・ブランドの構築事業 横展開タイプ 100,000

岐阜県 コンソーシアムを核としたぎふ花きの仕事・暮らし創生プロジェクト 横展開タイプ 26,079

岐阜県岐阜市
withコロナ・ポストコロナ時代に、シビックプライドの深化により地域愛を育み、地域力を高める都市
づくり

横展開タイプ 22,655

岐阜県岐阜市
withコロナ・ポストコロナ時代を生き抜くための、働く場づくり×快適な生活環境づくりによる岐阜市
版生活シフトの実現

横展開タイプ 27,721

岐阜県多治見市
多治見市および周辺地域を舞台とし、地場産業（陶磁器）をテーマとした映像作品の放送開始に合
わせた地域活性化事業

横展開タイプ 66,943

岐阜県多治見市
食育や健康づくりによるまちのにぎわい創出や地域の人々の活躍場づくりを通じた健康で元気に暮
らせるまちづくり

横展開タイプ 56,596

岐阜県関市 応援の連鎖づくりによる起業支援と賑わいの創出 横展開タイプ 8,887

岐阜県各務原市 公共交通サービスと高齢者等のおでかけ促進を一体的に推進する「チョイソコかかみがはら」事業 横展開タイプ 4,396

岐阜県山県市 美山地域の保育施設等を中心とした地域創造事業 横展開タイプ 1,825

岐阜県養老町 養老駅観光拠点推進プロジェクト 横展開タイプ 15,000

静岡県 多彩なライフスタイルを実現するふじのくに移住・定住推進事業 横展開タイプ 72,733

静岡県 ふじのくにデジタルトランスフォーメーション推進事業 横展開タイプ 75,165

静岡県 スポーツ健康まちづくり推進事業 横展開タイプ 21,770

静岡県浜松市 地域資源とデジタル技術で世界とつながる、「稼ぐ」都市づくりプロジェクト 横展開タイプ 27,302

静岡県浜松市 デュアルモード社会における「関係人口の拡大・創出、移住定住促進」プロジェクト 横展開タイプ 24,179

静岡県富士宮市 富士山のふもとからつながる地域産業活性化事業 横展開タイプ 5,068

静岡県伊東市 伊東市ワーケーション推進事業 横展開タイプ 18,875

静岡県富士市 人が集まり、地域が繋がる自転車活用事業 横展開タイプ 7,215

静岡県富士市 富士市版地域産業デジタル変革事業 横展開タイプ 28,188

静岡県焼津市 子育て支援施設を核とした地域のにぎわい創出事業 横展開タイプ 14,207

静岡県焼津市 やいづ版ワーケーション推進事業 横展開タイプ 3,756

静岡県藤枝市
４Ｋ（健康・教育・環境・危機管理）スマートシティ形成による地域産業の革新と豊かな暮らし創造プ
ロジェクト

横展開タイプ 23,800

静岡県伊豆の国市 伊豆の国「北条のまち」ブランディング事業 横展開タイプ 59,683

愛知県 未来技術を活用した新たな地域社会創出プロジェクト 横展開タイプ 69,785

愛知県 先端技術を活用したモビリティ社会実現プロジェクト 横展開タイプ 59,904

愛知県 ポストコロナ時代の「新しい生活様式」に対応した農業・農村の活性化事業 横展開タイプ 8,655

愛知県 スタートアップ等によるイノベーション推進・競争力向上事業 横展開タイプ 92,313

愛知県 「ツウ」な魅力発信による誘客向上・地域活性化プロジェクト 横展開タイプ 59,742

愛知県 「新しい仕事のスタイル」確立に伴う働き方改革及び関係人口創出・拡大事業 横展開タイプ 57,985

愛知県名古屋市 名古屋伝統産業支援プロジェクト 横展開タイプ 9,500



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

愛知県岡崎市 ものづくり共創支援事業 横展開タイプ 3,300

愛知県瀬戸市 アフターコロナを見据えた瀬戸市地域経済の強靱化プロジェクト 横展開タイプ 26,517

愛知県半田市 生きがいと社会貢献を育む新地域コミュニティの構築事業 横展開タイプ 20,643

愛知県刈谷市 DX時代に向けた産業イノベーションと次世代育成プロジェクト 横展開タイプ 5,900

愛知県豊田市 映画を活かしたまちづくり事業 横展開タイプ 16,785

愛知県豊田市 世界ラリー選手権（WRC）を活かした環境にやさしく安全にクルマをたのしめるまちづくり 横展開タイプ 20,000

愛知県西尾市 西尾の魅力発信によるモノづくり企業の競争力強化事業 横展開タイプ 4,294

愛知県西尾市 スポーツを核とした健康まちづくり事業 横展開タイプ 20,750

愛知県犬山市 「安心」は「住む」の壱丁目壱番地！災害に強い魅力あるまち犬山シティプロモーション事業 横展開タイプ 4,493

愛知県知立市 若者と外国人パワーで地方創生！サテライトキャンパスを拠点とした就業促進事業 横展開タイプ 2,885

愛知県長久手市 リニモテラス公益施設を活用した観光交流協会、国際交流協会事務局機能の強化 横展開タイプ 8,000

三重県 若者と共に創る、若者に選ばれる高等教育機関・企業・地域の魅力向上事業 横展開タイプ 35,078

三重県 次代につなぐ新たな三重の農林水産業の推進 横展開タイプ 29,254

三重県尾鷲市 雇用拡大を目的とした食品関連産業の市場マーケティング及び新しい販路開拓事業 横展開タイプ 1,362

三重県鳥羽市 海洋研究・海洋教育ＣＩＴＹ鳥羽　～海の恵みがつむぐビジネス展開～ 横展開タイプ 6,667

三重県いなべ市 いなべカジュアルSDGsによる山辺ビジネス開発 横展開タイプ 8,500

三重県志摩市 スポーツを核とした複合的なツーリズム展開事業 横展開タイプ 3,626

三重県明和町 異文化交流によるNEWチャレンジャー支援事業 横展開タイプ 9,434

滋賀県 環境と経済・社会活動を両立する地域循環経済創生プロジェクト 横展開タイプ 82,333

滋賀県守山市
地方創生推進交付金～地域総活躍！守山版エコシステム形成・起業家の集まるまちづくりプロジェ
クト

横展開タイプ 5,500

滋賀県守山市 もりやまエコパークを核とした「環境学習都市」創造プロジェクト 横展開タイプ 4,800

滋賀県甲賀市 歴史文化を活用した観光ハイブリット事業 横展開タイプ 46,341

滋賀県湖南市 さりげない支えあいのまちづくり　こなんＳＤＧｓ未来都市の実現【シュタットベルケ構想】 横展開タイプ 6,956

京都府 スタジアム発！eスポーツ産業創造・育成事業 横展開タイプ 50,000

京都府宮津市 「文化×観光」のまちづくりプロジェクト 横展開タイプ 8,089

京都府長岡京市 京都西山・乙訓地域ブランディング事業 横展開タイプ 2,579

京都府木津川市 産業競争力強化支援事業 横展開タイプ 3,400

京都府京丹波町
ＥＣサイトを核とした地域ベンチャービジネスの創出と戦略的な地域経済好循環の創造による地域
への人材定着促進事業

横展開タイプ 7,094

大阪府大阪市 ５G等先端技術を活用したビジネス創出プロジェクト 横展開タイプ 41,414

大阪府堺市 SDGs達成に向けた様々な主体の連携と自律的取組の促進プロジェクト 横展開タイプ 1,458

大阪府堺市 中百舌鳥エリアにおけるイノベーション創出拠点形成によるまちづくり 横展開タイプ 5,000

大阪府池田市 官民連携による都市近郊農村地域の地域再生推進事業　～ボタニカルビレッジ構想～ 横展開タイプ 15,075



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

大阪府泉佐野市 新たな生活様式推進事業 横展開タイプ 35,875

大阪府河内長野市 地域活性・交流ハブ拠点化推進事業 横展開タイプ 3,605

大阪府和泉市 交流拠点施設を活用したまちの賑わい創出・交流人口拡大事業 横展開タイプ 4,270

大阪府東大阪市 東大阪市における多文化共生社会の実現と外国人材の受け入れ推進事業 横展開タイプ 412

大阪府四條畷市 　けいはんな学研区域（田原地域）における、自動運転車を起点とした地域主体のまちづくり 横展開タイプ 6,040

兵庫県 ふるさとの将来を担う人材育成・雇用創出プロジェクト 横展開タイプ 97,776

兵庫県 ひょうごふるさと次代継承プロジェクト 横展開タイプ 62,184

兵庫県 次代の農林水産業を担うひょうご人材育成プロジェクト 横展開タイプ 100,000

兵庫県 新規需要の開拓と生産力強化による持続可能な農畜水産業展開プロジェクト 横展開タイプ 46,005

兵庫県神戸市 多様な働き方の推進と戦略的プロモーション 横展開タイプ 10,000

兵庫県神戸市 こうべ女性就業・活躍促進プロジェクト 横展開タイプ 4,000

兵庫県姫路市 ウィズコロナ時代のニューノーマルな雇用促進パッケージプラン 横展開タイプ 17,369

兵庫県姫路市 東京の大学生と連携中枢都市の大学、高校生による都市のイメージアップと地場産品の販路拡大 横展開タイプ 20,000

兵庫県加古川市 JR加古川駅周辺から加古川河川敷を一体とした“にぎわい”創出プロジェクト 横展開タイプ 29,026

兵庫県宝塚市 やる気が生み出すイノベーション！新たな一歩応援事業 横展開タイプ 6,949

兵庫県高砂市 高砂ワクワク自転車プロジェクト 横展開タイプ 2,448

兵庫県養父市 養父市関係人口拡大・創出事業 横展開タイプ 1,306

兵庫県丹波市 「おかえり丹波」丹波市とつながる関係人口創出・移住促進事業 横展開タイプ 910

兵庫県南あわじ市 南あわじ発「人生100年時代の働き方改革」プロジェクト 横展開タイプ 4,000

兵庫県神河町 清流で作る機能性野菜を使った6次産業化でＵＪＩターン移住支援プロジェクト 横展開タイプ 34,000

奈良県天理市 移住定住促進と関係人口創出によるまちづくり推進事業 横展開タイプ 6,947

奈良県生駒市 100の複合型コミュニティづくりを核とした“自分らしく輝けるステージ・生駒”推進事業 横展開タイプ 15,094

奈良県宇陀市 大和高原宇陀ブランド魅力発信事業 横展開タイプ 4,500

奈良県山添村 東豊ベース「てんぐの郷」プロジェクト ～身近な地域資源を活かし、人と地域の自立を育む～ 横展開タイプ 5,473

和歌山県和歌山市 まちなか活力再生と市民総活躍のまちづくり 横展開タイプ 74,109

和歌山県和歌山市 わかやましゲートウェイ・プロジェクト～食と農水産と観光の融合～ 横展開タイプ 61,890

和歌山県紀の川市 紀の川市 ローカル×クリエイター共創プロジェクト 横展開タイプ 8,355

鳥取県 経済・産業の転換促進プロジェクト 横展開タイプ 91,110

鳥取県 未来産業創出プロジェクト 横展開タイプ 94,371

鳥取県 新たな移住スタイルの推進 横展開タイプ 49,413

鳥取県 CO2を排出しない鳥取県ならではのアウトドアアクティビティの推進 横展開タイプ 23,245

鳥取県米子市
海・砂浜・温泉街を活用した「白砂青松の海遊リゾート」創生による皆生温泉まちづくり推進プロジェ
クト

横展開タイプ 18,150



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

鳥取県智頭町 多世代のつながりが新たな世代融合を生み出す循環型まちづくり推進事業 横展開タイプ 10,728

鳥取県南部町 「全世代・全員活躍のまち南部町」推進プロジェクト 横展開タイプ 41,863

島根県 しまねのチカラ！組織連携による地域の自立性向上プロジェクト 横展開タイプ 94,289

島根県松江市 松江工芸の魅力発信と担い手育成事業 横展開タイプ 2,450

島根県大田市 おおだの未来を担う中核企業創出プロジェクト 横展開タイプ 1,540

島根県津和野町
アフターコロナに適応したサイクリングガイドツアーと電子決済シェアサイクルによる津和野滞在型
シェアリングエコノミー事業

横展開タイプ 6,935

島根県吉賀町 持続可能な産業振興による価値創出事業～多様で創造的な就労環境がある町をめざして～ 横展開タイプ 6,075

島根県海士町 関係人口の深化を図る島まるごと魅力映像配信事業 横展開タイプ 4,000

岡山県
地域を支える基盤づくり促進プロジェクト～地域運営組織を核とした持続可能な中山間地域の形成
へ～

横展開タイプ 85,612

岡山県岡山市 アフターコロナ時代の移住定住促進プロジェクト 横展開タイプ 32,627

岡山県岡山市 西川緑道公園周辺を軸とした都心の賑わい創出プロジェクト 横展開タイプ 8,900

岡山県倉敷市 「アートのまち倉敷」観光誘客活性化プロジェクト 横展開タイプ 11,615

岡山県津山市 地域産業の高付加価値化とsociety5.0の推進による持続可能な地域の実現 横展開タイプ 50,000

岡山県瀬戸内市 移住交流人口拡大のためのリモートワークタウン構築事業 横展開タイプ 2,746

岡山県赤磐市 地域で支え合い健やかに暮らせるまちづくり事業 横展開タイプ 4,354

岡山県美作市
映画ロケ誘致による「海田茶」のブランディングと観光情報のデジタル化による観光客受入環境整
備事業

横展開タイプ 3,336

岡山県矢掛町 岡山県矢掛町、魅力的な観光地としての町づくり地域創生事業 横展開タイプ 23,000

岡山県矢掛町 道の駅山陽道やかげ宿賑わい創出事業 横展開タイプ 18,160

岡山県奈義町 まちの強みで突き抜ける奈義町版ＤＭＯサクセスＰＪＴ 横展開タイプ 37,900

岡山県奈義町 SDGｓ×奈義町版全世代全員活躍のまち＝持続可能な永続できるまち事業 横展開タイプ 47,800

広島県 ひろしま版里山エコシステム構築事業 横展開タイプ 5,000

広島県 働き盛り世代の健康づくり「健康経営」推進事業 横展開タイプ 12,272

広島県 イノベーション・エコシステム形成事業 横展開タイプ 30,750

広島県 環境・エネルギー産業集積促進事業 横展開タイプ 37,200

広島県 生産性の高い持続可能な農林水産業推進事業 横展開タイプ 61,975

広島県 持続可能なまちづくり推進事業 横展開タイプ 4,595

広島県広島市 地域貢献人材を育成する大学等への支援事業 横展開タイプ 2,500

広島県広島市
ジュニアウインドオーケストラ広島・プロジェクト
（地元音楽団体等との連携に基づく音楽教育プログラムの実施による次世代を担う青少年の育成
及び文化芸術を通じたまちの魅力向上の推進）

横展開タイプ 4,434

広島県広島市 都心におけるエリアマネジメント活動促進事業 横展開タイプ 6,250

広島県竹原市 訪れたいまち竹原・交流人口拡大推進事業 横展開タイプ 4,000

広島県尾道市 尾道市スマートシティエコシステム構築事業 横展開タイプ 3,227



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

広島県福山市 稼ぐ力を高める備後圏域トータルプロデュース 横展開タイプ 9,286

広島県東広島市 東広島農林水産物ブランド化推進事業 横展開タイプ 50,265

広島県東広島市 地域の資源と連携した「SDGs未来都市」の実現～持続可能な未来のために～事業 横展開タイプ 36,408

広島県府中町 まちのにぎわい拡大事業 横展開タイプ 2,640

広島県安芸太田町 マイナンバーカードを基盤とした安芸太田町DX推進プロジェクト 横展開タイプ 3,750

広島県神石高原町 ドローンを活用した町の魅力創造　～町民生活を守り，ひとの交流を創出する～ 横展開タイプ 9,000

山口県
デジタル技術と地域の強みを活かした高度ものづくり技術の活用による「クロステックイノベーショ
ン」創出加速化事業

横展開タイプ 23,775

山口県 やまぐち農林漁業の次代を担う潜在的人材全国発掘・定着推進事業 横展開タイプ 63,348

山口県 アウトドアアクティビティの推進による地域産業の振興 横展開タイプ 29,430

山口県 地域リソースを活用したニーズプル型イノベーションによる地域の新たな社会的価値創造事業 横展開タイプ 27,774

山口県 デジタル技術を活用したローカルＯ２Ｏ戦略の推進による地域経済活性化 横展開タイプ 50,012

山口県下関市 デュアルライフプロジェクト ～スマートシティ実現に向けたファーストステージ～ 横展開タイプ 65,170

山口県下関市 海外戦略 in New Normal 横展開タイプ 13,600

山口県宇部市 「暮らし満足度ナンバー１」のまちを目指して～関係人口創出による移住・定住の促進～ 横展開タイプ 2,839

山口県山口市 次世代へつなぐ商店街づくり加速化プロジェクト 横展開タイプ 29,731

山口県山口市
人生100年時代を楽しむ21の幸せ地域拠点づくり～Ｊリーグクラブ「レノファ山口」のつなぐ力でス
マート"ライフ"シティづくり～

横展開タイプ 10,000

山口県萩市 ～新たな日常に対応した地域産業の活性化！～　萩市地域産業牽引強化事業 横展開タイプ 20,300

山口県美祢市 みね探求塾「挑戦のトビラ」展開による未来創生プロジェクト～未来は自分たちでつくるもの～ 横展開タイプ 5,637

山口県美祢市 美祢市健幸百寿プロジェクト 横展開タイプ 7,705

山口県周南市 しごとから、こころつながる。周南市～しごとでつながり、自分らしく働けるまちへ～ 横展開タイプ 9,250

徳島県小松島市 テレワークを活用した「地域の稼ぐ力」向上計画 横展開タイプ 4,500

徳島県那賀町 移住支援情報システム構築によるイイ那賀暮らし推進事業 横展開タイプ 10,395

徳島県松茂町 松茂町交流拠点施設を核とした徳島教育アップデート事業 横展開タイプ 20,750

香川県 産学官一体となった移住・定住・人材確保推進事業 横展開タイプ 58,008

香川県善通寺市 善通寺市強い農業実現プロジェクト 横展開タイプ 20,950

香川県三豊市 人と豊かさがめぐるOne MITOYO　～デジタルから始まる持続可能なまちづくり～ 横展開タイプ 10,000

愛媛県 愛媛発の暮らし方改革提案と新たなコミュニティ形成による若者世代呼び戻しプロジェクト 横展開タイプ 61,615

愛媛県松山市 第2のふるさと、新しい人の流れ創出事業 横展開タイプ 52,317

愛媛県今治市
新技術の実証・新用途の開発による「ものづくり産業」から「価値づくり産業」への産業高度化・担い
手人材育成事業

横展開タイプ 22,140

愛媛県今治市 今治スタイル「移住力」強化事業 横展開タイプ 15,750

愛媛県宇和島市 ブルーゾーンうわじまの実現 横展開タイプ 12,248

愛媛県新居浜市 「ワクリエ新居浜」を拠点とした産業振興と生涯活躍のまち推進事業 横展開タイプ 29,138



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

愛媛県西予市 西予市移住・定住、地方創生人材育成プロジェクト 横展開タイプ 43,339

高知県 持続可能な地域スポーツ活動を支える「地域スポーツハブ」展開事業 横展開タイプ 21,125

高知県 関西圏との経済連携の強化による観光振興及び県産品等の外商拡大の推進 横展開タイプ 100,000

高知県本山町 本山丸ごと産地付加価値推進事業 横展開タイプ 6,025

高知県土佐町
土佐町SDGs未来都市推進事業〜新たな「価値」の創出を通じた持続可能な「水循環」形成プロジェ
クト〜

横展開タイプ 10,855

高知県大川村 「まるごと大川」ブランディングを核とした大川村地場産品販売単価向上プロジェクト 横展開タイプ 69,311

高知県日高村
地方創生拡大強化事業〜交流拠点施設を軸にした多様な関係人口の創出と内部コミュニティの構
築〜

横展開タイプ 11,511

高知県四万十町 四万十川の保全と資源活用による地域活性化プロジェクト 横展開タイプ 58,681

福岡県 気候変動に対応できるふくおか農林水産業の経営基盤の確立 横展開タイプ 99,836

福岡県 主に東アジアを中心としたインバウンド観光客等の長期滞在と消費拡大に向けた観光振興 横展開タイプ 44,633

福岡県
福岡版「地域アプローチによる働き方改革」実践促進事業～「福岡で働く、長く元気に暮らす、子ど
もを産み育てる」を実現！！～

横展開タイプ 47,121

福岡県北九州市 ポストコロナの北九州市版「生涯活躍のまち」事業 横展開タイプ 57,616

福岡県北九州市 感染症などに備え、安心して暮らせる地域共生社会促進事業 横展開タイプ 38,567

福岡県北九州市
環境と経済の好循環を生み出す「北九州グリーン成長」実現事業（脱炭素化を軸とした地方創生の
実現）

横展開タイプ 16,750

福岡県北九州市 新卒者市内就職応援プロジェクト～キャリア形成段階に応じた就職支援～ 横展開タイプ 44,937

福岡県北九州市 企業の持続的発展・誘致による北九州地域経済活性化プロジェクト 横展開タイプ 40,775

福岡県福岡市 国際金融都市としての地位向上による地域活力促進事業 横展開タイプ 18,408

福岡県福岡市 福岡市生涯活躍のまち推進事業 横展開タイプ 45,564

福岡県大牟田市 若い世代の人材と地域企業の育成を核とした若い世代に選ばれるまち形成事業 横展開タイプ 66,105

福岡県豊前市 ひとりひとりが主役の豊前市「ハレノヒ」実現プロジェクト 横展開タイプ 39,740

福岡県宗像市 SDGs未来都市計画の実現に向けたレバレッジ・ポイントの推進事業 横展開タイプ 19,416

福岡県福津市 地域商社によるローカルブランディング事業 横展開タイプ 4,303

福岡県朝倉市 朝倉市移住・定住推進事業 横展開タイプ 6,259

福岡県みやま市 自動運転サービスの社会実装事業 横展開タイプ 2,485

福岡県水巻町 「水巻まちづくりシステム」深化・高度化事業 横展開タイプ 3,650

福岡県香春町 テレワークの推進から広がる持続可能なまちづくり事業 横展開タイプ 9,150

福岡県大任町 道の駅を核とした「にぎわいと活力あふれる美しいまちおおとう」プロジェクト 横展開タイプ 4,000

福岡県吉富町 シゴト場とモノを生み出し循環するまち創生事業－女子集客のその先へ－ 横展開タイプ 6,850

佐賀県 デジタルトランスフォーメーションによるSAGAイノベーションプロジェクト 先駆タイプ 121,669

佐賀県小城市 高速道路を起点とした観光人口・交流人口拡大、地域の担い手育成事業 横展開タイプ 6,638

長崎県 活力ある「ながさき型スマート産地」確立支援プロジェクト 横展開タイプ 46,715

長崎県長崎市 長崎「さしみシティ」プロジェクト 横展開タイプ 5,157



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

長崎県佐世保市 連携中枢都市圏の市町と連携した滞在型観光の推進事業 横展開タイプ 41,698

長崎県平戸市 地域商社による地域課題解決型販路拡大プロジェクト 横展開タイプ 7,713

長崎県新上五島町 モビリティサービスを軸とした次世代型生活モデル形成事業（SmartGOTO事業） 横展開タイプ 14,259

熊本県 球磨川流域の豊かな恵みを生かしたグリーンニューディール促進プロジェクト 横展開タイプ 98,172

熊本県 くまもと型オープンイノベーション推進プロジェクト 横展開タイプ 21,411

熊本県 SDGsを原動力に！草原の維持・再生加速化による阿蘇地域の持続的発展プロジェクト 横展開タイプ 38,853

熊本県
地域の農林水産業を元気に！くまもと県南フードバレーの推進による豪雨災害からの復興支援プ
ロジェクト

横展開タイプ 93,400

熊本県 くまもと型スマートツーリズムの確立による地域活性化プロジェクト 横展開タイプ 67,850

熊本県八代市 ウェルネスフードを核とした商流拠点づくりプロジェクト 横展開タイプ 11,899

熊本県荒尾市 公共交通の利用機会拡大による新たな地域需要創出事業 横展開タイプ 5,642

熊本県荒尾市 「荒尾梨」産地魅力化プロジェクト 横展開タイプ 6,619

熊本県上天草市 遊ぶ↗×働く↗×移住する↗上天草関係人口創出事業 横展開タイプ 5,166

熊本県長洲町 地域との関わりから生まれる「関係人口」を通した活力あるまちづくり 横展開タイプ 1,550

熊本県南小国町 まちの人事部機能の創出による人材還流促進及びデータバンク構築・利活用事業 横展開タイプ 7,000

熊本県津奈木町 地域商社の設立による地域販売力強化プロジェクト 横展開タイプ 17,000

熊本県錦町 情報技術の推進による持続可能なまちづくり事業 横展開タイプ 11,077

大分県 スペースポートを核とした経済循環創出事業 横展開タイプ 90,941

大分県 移住者によるデジタル地域づくりショーケース化推進事業 横展開タイプ 38,060

大分県佐伯市 佐伯まちづくりからつなげる人と仕事創造事業 横展開タイプ 22,219

大分県竹田市 新しい働き方・暮らし方を通じた関係人口創出・企業誘致事業 横展開タイプ 8,500

大分県竹田市 祖母山麓エリア再生プロジェクト 横展開タイプ 8,500

大分県杵築市 「食」のマイクロツーリズム市場創生事業 横展開タイプ 6,576

大分県玖珠町 「デジタル化による新しいまちづくり」推進事業 横展開タイプ 12,721

宮崎県西都市 リモートワーク及びワーケーションを通じた２地域居住・就労推進によるサテライトオフィス誘致事業 横展開タイプ 8,500

宮崎県門川町 かどがわ地域商社賑わい創出事業 横展開タイプ 13,125

宮崎県高千穂町 高千穂町経済好循環創造プロジェクト 横展開タイプ 9,174

宮崎県高千穂町 地域と協働する高千穂高等学校魅力化プロジェクト 横展開タイプ 2,650

鹿児島県薩摩川内市 「薩摩フューチャーコモンズ」形成プロジェクト（循環経済産業都市構想推進事業） 横展開タイプ 13,500

鹿児島県南九州市 廃校を活用したサテライトオフィスプロジェクト 横展開タイプ 38,550

鹿児島県南九州市
子育てしやすいまちづくりプロジェクト～ワークライフバランスの実現に向けた地域共生社会の構築
～

横展開タイプ 10,800



秋田県

秋田県大仙市

岩手県八幡平市 遠隔診療・見守りDX基盤の構築による持続可能な地域づくり事業 Society5.0タイプ 16,705

栃木県 スマート林業推進事業 Society5.0タイプ 27,297

長野県伊那市 「INAスーパーエコポリス構築プロジェクト」 Society5.0タイプ 56,500

岡山県真庭市 次世代型中山間地域創造プロジェクト Society5.0タイプ 30,050

＜３．Society5.0タイプ　広域連携事業分＞

地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

秋田版スマート農業モデル創出事業 Society5.0タイプ 265,174

＜４．Society5.0タイプ　単独事業分＞

地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）



＜５．先駆タイプ・横展開タイプ　広域連携事業分＞

地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

北海道

北海道札幌市

北海道

北海道上川町

北海道美瑛町

北海道東川町

北海道

北海道釧路市

北海道釧路町

北海道厚岸町

北海道浜中町

北海道標茶町

北海道弟子屈町

北海道鶴居村

北海道白糠町

東京都荒川区

北海道

青森県

北海道

北海道札幌市

北海道千歳市

北海道恵庭市

北海道北広島市

北海道石狩市

北海道

北海道旭川市

北海道北見市

北海道網走市

北海道小清水町

北海道大空町

北海道美幌町

北海道江別市

北海道芦別市

北海道赤平市

北海道三笠市

北海道南幌町

北海道由仁町

北海道長沼町

北海道栗山町

秋田県

秋田県横手市

秋田県

秋田県秋田市

秋田県

秋田県湯沢市

秋田県にかほ市

秋田県五城目町

秋田県

秋田県大仙市

秋田県美郷町

地方創生推進交付金　交付対象事業一覧（継続事業）

外国人の活躍×グローバルビジネス拡大プロジェクト 横展開タイプ 59,412

「北海道の自然・食・文化を活かしたコンテンツ創出」×外国人の活躍　　～稼ぐ観光の実現～ 横展開タイプ 97,938

いしかり・ライフstyle魅力発信・若者地元定着促進事業 横展開タイプ 25,213

あらゆる世代の働き手と地域中小企業を繋ぐ!! “ 旭川圏トライアルワーク” 連携支援プロジェクト 横展開タイプ 13,080

北海道くしろ地域と東京特別区による関係醸成プロジェクト 横展開タイプ 8,600

埋もれている優れた観光コンテンツにより、観光の地域偏在を解消する青函一体となったエコツー
リズム創出事業

横展開タイプ 77,809

高効率電動モーターコイルを核とした自動車部品製造拠点創出事業 先駆タイプ 185,242

世界に売り込めCool Akitaプロジェクト 横展開タイプ 73,836

サイクルアドベンチャーオホーツク推進事業 横展開タイプ 6,500

学生お試し移住・定住推進プロジェクト 横展開タイプ 2,882

地域を支える「関係人口」創出プロジェクト 横展開タイプ 38,084

アウトドア・アクティビティの聖地創造広域連携事業 横展開タイプ 19,615



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

秋田県能代市

秋田県藤里町

秋田県三種町

秋田県八峰町

秋田県大館市

秋田県北秋田市

秋田県小坂町

秋田県上小阿仁村

山形県

山形県鶴岡市

山形県酒田市

山形県村山市

山形県南陽市

山形県河北町

山形県朝日町

山形県大江町

山形県大石田町

山形県寒河江市

山形県最上町

山形県鮭川村

山形県飯豊町

山形県白鷹町

山形県尾花沢市

山形県西川町

山形県小国町

山形県

山形県鶴岡市

山形県酒田市

山形県三川町

山形県庄内町

山形県遊佐町

山形県

山形県酒田市

山形県

山形県山形市

山形県上山市

山形県

山形県村山市

山形県長井市

山形県天童市

山形県山辺町

山形県寒河江市

山形県西川町

山形県朝日町

山形県長井市

山形県南陽市

山形県白鷹町

山形県飯豊町

山形県小国町

地域連携DMOあきた白神ツーリズムを核とした観光地域づくり推進事業 先駆タイプ 19,627

地域連携ＤＭＯ秋田犬ツーリズムによる観光振興事業 先駆タイプ 55,261

飛島振興重点プロジェクト・飛島まるごと元気活性化事業 横展開タイプ 16,730

新「世界の蔵王」プロジェクト 横展開タイプ 15,825

移住定住・人材確保戦略的展開事業 先駆タイプ 65,324

庄内空港の利便性向上による地域産業振興・インバウンド誘客拡大等推進事業 横展開タイプ 18,224

地域連携DMOを中心とした観光地域づくり推進事業 横展開タイプ 62,017

雪を活かした交流拡大による地域活性化及び地域産業振興事業 横展開タイプ 6,302

戦略的農産物を核とした成長サイクルによる四季を通じて稼げるまちづくり推進プロジェクト 横展開タイプ 30,421



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

福島県

福島県郡山市

福島県須賀川市

福島県本宮市

福島県塙町

福島県富岡町

福島県川内村

福島県西会津町

福島県

福島県福島市

福島県

福島県西会津町

福島県いわき市

福島県須賀川市

福島県

福島県福島市

福島県須賀川市

福島県

福島県金山町

福島県只見町

福島県三島町

福島県柳津町

福島県

福島県須賀川市

福島県本宮市

福島県会津美里町

福島県白河市

福島県福島市

福島県

福島県福島市

福島県郡山市

福島県玉川村

福島県伊達市

福島県いわき市

福島県

福島県二本松市

福島県伊達市

福島県本宮市

福島県

福島県会津若松市

福島県白河市

福島県

福島県会津若松市

福島県須賀川市

福島県伊達市

福島県本宮市

福島県天栄村

福島県南会津町

福島県西会津町

福島県昭和村

地域資源を活用したふくしま型農林業ひと・しごとづくりプロジェクト 横展開タイプ 136,748

売れるものづくり・ブランド力強化プロジェクト 横展開タイプ 101,052

奥会津の魅力を活かす！レールがつなぐ自然と食の満喫モデル構築事業 横展開タイプ 82,914

ウェルネスのまちふくしま創出プロジェクト 横展開タイプ 42,336

ローカルイノベーションを創出する産業人材等育成プロジェクト 横展開タイプ 91,927

ふくしま創生人財育成事業 横展開タイプ 30,617

ＩＴ人材育成・就業応援事業 横展開タイプ 25,881

ひとと地域が輝くまちづくりプロジェクト 横展開タイプ 25,848

地域資源活用による観光交流しごと創出プロジェクト 横展開タイプ 100,068

新生ふくしまとつながる。人材創出・ＵＩJターン促進プロジェクト 横展開タイプ 142,084



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

福島県会津若松市

福島県喜多方市

福島県下郷町

福島県北塩原村

福島県西会津町

福島県湯川村

福島県会津美里町

茨城県

茨城県日立市

茨城県石岡市

茨城県結城市

茨城県常総市

茨城県高萩市

茨城県北茨城市

茨城県笠間市

茨城県潮来市

茨城県那珂市

茨城県筑西市

茨城県神栖市

茨城県行方市

茨城県鉾田市

茨城県つくばみらい市

茨城県茨城町

茨城県境町

茨城県利根町

茨城県

茨城県ひたちなか市

茨城県大洗町

茨城県鹿嶋市

茨城県潮来市

茨城県神栖市

茨城県行方市

茨城県鉾田市

栃木県

栃木県日光市

栃木県

栃木県小山市

栃木県下野市

栃木県上三川町

栃木県壬生町

群馬県

群馬県前橋市

群馬県高崎市

群馬県昭和村

群馬県桐生市

群馬県沼田市

群馬県

群馬県南牧村

群馬県嬬恋村

群馬県

群馬県前橋市

群馬県

群馬県前橋市

群馬県

群馬県館林市

つながる茨城チャレンジフィールドプロジェクト 横展開タイプ 125,622

ひたちなか大洗リゾート構想推進事業 横展開タイプ 8,500

外国人観光客誘致のためのデジタルDMO推進事業 先駆タイプ 28,093

地域の未来を創る結城紬産業振興プロジェクト 横展開タイプ 5,569

広域公共交通でつなぐ地域の宝（人・観光・健康・仕事）1市２町連携プロジェクト事業 横展開タイプ 13,011

鹿行広域DMOプロジェクト 先駆タイプ 10,500

とちぎの観光発展推進事業 先駆タイプ 133,422

ぐんま「次世代モビリティ」推進事業 横展開タイプ 11,254

ぐんまで働こう！若者の活躍促進事業 横展開タイプ 95,015

「協働チーム」による付加価値創出・海外販路開拓 先駆タイプ 49,560

来てみてよかった！ぐんま暮らし支援事業 横展開タイプ 29,065

Gunma Innovation Top Floorを拠点とした群馬創造革新事業 先駆タイプ 96,647



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

群馬県

群馬県前橋市

埼玉県

埼玉県深谷市

東京都台東区

東京都墨田区

北海道音更町

北海道士幌町

北海道上士幌町

北海道鹿追町

北海道新得町

北海道清水町

北海道芽室町

北海道中札内村

北海道更別村

北海道大樹町

北海道広尾町

北海道幕別町

北海道池田町

北海道豊頃町

北海道本別町

北海道足寄町

北海道陸別町

北海道浦幌町

東京都渋谷区

京都府宇治市

京都府城陽市

京都府八幡市

京都府京田辺市

京都府木津川市

京都府久御山町

京都府井手町

京都府宇治田原町

京都府笠置町

京都府和束町

京都府精華町

京都府南山城村

神奈川県

神奈川県横須賀市

神奈川県鎌倉市

神奈川県逗子市

神奈川県三浦市

神奈川県葉山町

神奈川県小田原市

神奈川県南足柄市

神奈川県箱根町

神奈川県湯河原町

新潟県

新潟県三条市

新潟県燕市

新潟県三条市

福島県只見町

福島県南会津町

新潟県三条市

新潟県小千谷市

渋沢栄一翁が主人公となる大河ドラマ・新一万円札発行を基軸とした深谷・埼玉への誘客プロジェ
クト

横展開タイプ 83,751

北海道十勝地域×東京台東区・墨田区連携～大地のタカラ×江戸のチカラ　関係人口創出プロ
ジェクト～

横展開タイプ 13,678

健康をコンテンツとした地域活性化促進事業 横展開タイプ 54,782

多彩な活躍フィールドに着目した新たなつながり創出事業 横展開タイプ 11,429

雇用確保支援事業 横展開タイプ 1,914

京都やましろ地域×東京しぶや連携　～和文化×多文化 関係人口創出プロジェクト～ 横展開タイプ 8,078

三浦半島魅力深化プロジェクト 横展開タイプ 82,444

空間PRモデル活用等による産業・観光振興連携事業 横展開タイプ 62,194

「スタートアップ・IT新連携」による新潟地域企業イノベーション戦略　～ふるさとへの想い結集と未
来技術活用～

横展開タイプ 47,816

ニッチ向け観光の世界観構築事業 横展開タイプ 29,391



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

新潟県新発田市

新潟県胎内市

新潟県聖籠町

新潟県津南町

長野県栄村

富山県

富山県南砺市

富山県

富山県黒部市

富山県南砺市

富山県上市町

富山県入善町

富山県

富山県富山市

富山県高岡市

富山県魚津市

富山県滑川市

富山県黒部市

富山県砺波市

富山県小矢部市

富山県南砺市

富山県射水市

富山県上市町

富山県立山町

富山県入善町

富山県朝日町

富山県

富山県射水市

富山県

富山県黒部市

富山県立山町

富山県魚津市

富山県入善町

富山県朝日町

富山県

富山県氷見市

富山県砺波市

富山県黒部市

富山県南砺市

富山県

富山県高岡市

富山県

富山県南砺市

石川県

石川県金沢市

石川県小松市

石川県能美市

福井県

福井県福井市

福井県

福井県鯖江市

福井県若狭町

福井県

福井県鯖江市

福井県越前市

福井県越前町

新発田DMO活動に基づく広域観光圏創出と輸出促進による稼げる地域づくり 先駆タイプ 11,000

移住・ＵＩＪターン・就職は『やっぱり富山』大作戦 横展開タイプ 106,650

「みらい」へつなぐ持続可能な富山型グローカル交通ネットワーク形成事業 横展開タイプ 89,705

苗場山麓ジオパークユニバーサルデザインツーリズム推進事業 横展開タイプ 2,826

富山県「総活躍」×「地域ぐるみ働き方改革」×「労働生産性向上」加速化事業 横展開タイプ 96,132

ＡＬＬとやま農林水産業の成長産業化プロジェクト 横展開タイプ 82,296

とやま未来創生チャレンジ人材育成事業 横展開タイプ 38,801

「山と森から富山湾へ　清らかな水の循環の創造」ＳＤＧｓプロジェクト 横展開タイプ 29,187

「立山黒部」世界ブランド化推進事業 先駆タイプ 105,363

ふくいの地域資源活用観光誘客事業 横展開タイプ 79,433

「新ふるさと県民」の地域貢献促進事業 横展開タイプ 43,713

持続可能な中山間地域振興プロジェクト 横展開タイプ 45,601

北陸新幹線延伸開業に向けた先導的プロジェクト推進事業 横展開タイプ 122,150

伝統工芸　後継者育成・産地連携プロジェクト 横展開タイプ 41,227



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

長野県

長野県阿智村

長野県山ノ内町

長野県岡谷市

長野県諏訪市

長野県茅野市

長野県下諏訪町

長野県原村

長野県大町市

長野県

長野県飯山市

長野県中野市

長野県山ノ内町

長野県木島平村

長野県野沢温泉村

長野県信濃町

長野県飯綱町

長野県栄村

新潟県妙高市

長野県佐久市

長野県小諸市

長野県南箕輪村

長野県箕輪町

長野県木曽町

長野県王滝村

長野県

岐阜県

岐阜県郡上市

岐阜県

岐阜県岐阜市

岐阜県中津川市

岐阜県瑞浪市

岐阜県恵那市

岐阜県土岐市

岐阜県可児市

岐阜県山県市

岐阜県御嵩町

岐阜県

岐阜県岐阜市

岐阜県関市

岐阜県美濃市

岐阜県郡上市

岐阜県大垣市

岐阜県海津市

岐阜県養老町

岐阜県垂井町

岐阜県関ケ原町

岐阜県神戸町

岐阜県輪之内町

岐阜県安八町

岐阜県揖斐川町

岐阜県大野町

岐阜県池田町

岐阜県本巣市

静岡県

香川県

モノづくり集積地SUWAのヒトづくりプロジェクト（SUWAモノ・ヒトプロジェクト） 横展開タイプ 16,000

北アルプス国際芸術祭を起点としたブランド力向上とSDGs未来都市の構築へ向けた産学官金連
携による地域再生　長野県・大町市

横展開タイプ 7,712

『信州型ユニバーサルツーリズム』推進による稼ぐ観光地域づくり 横展開タイプ 2,230

伊那地域で女性が輝くためのプラットフォーム構築事業 横展開タイプ 8,124

神秘の山「御嶽」再生プロジェクト　～いにしえの旅人が行き交うKodoが今　蘇る～ 先駆タイプ 183,570

信越自然郷における自転車活用推進事業 横展開タイプ 10,098

福祉・介護のつばさ事業　～「アジア健康構想」に基づく外国人材還流の創出による佐久式介護の
アジア展開～

横展開タイプ 8,008

「清流長良川の鮎」世界進出プロジェクト 横展開タイプ 18,354

大垣地域経済戦略推進事業 横展開タイプ 9,600

新たな農業の担い手確保推進プロジェクト 横展開タイプ 91,356

武将と歴史街道を核とした広域観光推進計画 横展開タイプ 21,882

「農・食・健」連携型「健康・長寿の産業化・地域ブランド化」推進事業 先駆タイプ 161,860



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

静岡県焼津市

山形県村山市

石川県白山市

静岡県御前崎市

静岡県西伊豆町

愛知県安城市

愛知県田原市

愛知県豊根村

大阪府泉佐野市

大阪府泉南市

佐賀県基山町

熊本県美里町

愛知県

東三河広域連合

愛知県豊橋市

愛知県豊川市

愛知県蒲郡市

愛知県新城市

愛知県田原市

愛知県設楽町

愛知県東栄町

愛知県豊根村

愛知県

愛知県名古屋市

愛知県豊橋市

福島県福島市

愛知県大府市

愛知県東浦町

三重県尾鷲市

三重県熊野市

三重県紀北町

三重県御浜町

三重県紀宝町

三重県熊野市

三重県尾鷲市

三重県紀北町

三重県御浜町

三重県紀宝町

三重県

三重県いなべ市

秋田県大館市

北海道芽室町

滋賀県

滋賀県大津市

滋賀県彦根市

滋賀県長浜市

滋賀県近江八幡市

滋賀県高島市

滋賀県東近江市

滋賀県米原市

滋賀県日野町

滋賀県多賀町

東三河「スポーツツーリズム」推進プロジェクト 横展開タイプ 16,706

スタートアップ海外展開及び海外スタートアップ協業促進によるビジネスイノベーション加速化事業 横展開タイプ 32,400

「恋人の聖地」観光誘客連携による地域活性化事業 横展開タイプ 161,912

こころ豊かにしごとと子育てができる移住促進事業 横展開タイプ 27,652

新型コロナウイルス終息後の国内及び外国人観光客に対するおもてなし向上推進事業 横展開タイプ 14,203

地方を舞台とした映像作品から始まる関係人口の拡大と新たなふるさと創出プロジェクト 横展開タイプ 12,524

ウェルネスバレー版ヘルスケア産業育成システムの構築 横展開タイプ 1,967

野遊びSDGsの推進 横展開タイプ 102,124

「戦国・琵琶湖」体験・体感ツーリズム深化プロジェクト 横展開タイプ 120,310



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

滋賀県

滋賀県長浜市

滋賀県近江八幡市

滋賀県草津市

滋賀県甲賀市

滋賀県湖南市

滋賀県高島市

滋賀県日野町

滋賀県愛荘町

滋賀県

滋賀県長浜市

滋賀県近江八幡市

滋賀県甲賀市

滋賀県高島市

滋賀県日野町

京都府

京都府舞鶴市

京都府綾部市

京都府和束町

京都府南丹市

京都府井手町

京都府宇治田原町

京都府笠置町

京都府南山城村

京都府

京都府福知山市

京都府京丹後市

京都府舞鶴市

京都府

京都府福知山市

京都府舞鶴市

京都府綾部市

京都府宮津市

京都府亀岡市

京都府長岡京市

京都府京丹後市

京都府大山崎町

京都府南丹市

京都府京丹波町

兵庫県丹波市

兵庫県丹波篠山市

京都府

京都府亀岡市

京都府

京都府京都市

京都府城陽市

京都府南丹市

京都府木津川市

京都府京丹波町

京都府

京都府京都市

京都府宮津市

京都府京丹後市

京都府南丹市

京都府京都市

滋賀県大津市

要因分析を活用した健康寿命延伸プロジェクト 横展開タイプ 68,407

風の人と土の人がつながるプロジェクト ～移住者の増加による地域活性化にむけて～ 横展開タイプ 133,418

大河ドラマ「麒麟がくる」を契機にした「城下町」レガシープロジェクト事業 横展開タイプ 62,324

京都スタジアムを核とした賑わいづくり推進事業 横展開タイプ 8,450

企業サテライトオフィスの誘致から広がる持続可能な地域づくり事業 先駆タイプ 121,984

北部地域連携都市圏ものづくり産業都市創造プロジェクト事業 横展開タイプ 57,040

琵琶湖疏水通船復活を契機とした京都・大津広域観光促進事業 先駆タイプ 16,500

アート＆クラフト市場の活性化と文化観光のコラボによる文化芸術産業創生事業 横展開タイプ 177,692

農山漁村地域における若者を中心にした地域の新たな絆づくり事業 横展開タイプ 67,807



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

京都府福知山市

兵庫県丹波市

兵庫県朝来市

大阪府堺市

大阪府岸和田市

大阪府泉大津市

大阪府貝塚市

大阪府泉佐野市

大阪府和泉市

大阪府高石市

大阪府泉南市

大阪府阪南市

大阪府忠岡町

大阪府熊取町

大阪府田尻町

大阪府岬町

大阪府泉佐野市

和歌山県和歌山市

和歌山県紀の川市

大阪府高石市

福岡県飯塚市

奈良県田原本町

鳥取県湯梨浜町

兵庫県

兵庫県神戸市

兵庫県

兵庫県洲本市

兵庫県南あわじ市

兵庫県淡路市

兵庫県

兵庫県神戸市

兵庫県

兵庫県神戸市

兵庫県姫路市

兵庫県川西市

新潟県見附市

千葉県白子町

兵庫県加西市

兵庫県姫路市

大分県宇佐市

鹿児島県鹿屋市

奈良県広陵町

奈良県大和高田市

和歌山県

和歌山県串本町

和歌山県橋本市

和歌山県かつらぎ町

和歌山県みなべ町

和歌山県田辺市

和歌山県

福知山市・丹波市・朝来市　定住生活圏域創生人財・産業育成事業 横展開タイプ 101,043

飛び地型自治体連携による若者から90歳代の後期高齢者の全てが生きがいを持って過ごせるた
めの健幸まちづくり事業

横展開タイプ 113,624

先端技術による価値創造社会づくりプロジェクト 横展開タイプ 70,172

KIX泉州ツーリズムビューロー事業 先駆タイプ 42,720

関空立国デスティネーション化推進事業 先駆タイプ 98,018

多自然地域における新たなワークプレースプロジェクト 横展開タイプ 66,115

健幸まちづくりに向けた成果連動型手法(SIB)を活用した自治体連携ヘルスケアサービス構築事業 先駆タイプ 83,777

淡路島総合観光戦略推進プロジェクト 横展開タイプ 24,064

次世代産業を核とした地域振興プロジェクト 横展開タイプ 35,942

「南紀熊野ジオパークセンター」を拠点とした地域しごと創生 横展開タイプ 54,248

高野山麓ツーリズムビューローDMO推進事業 先駆タイプ 8,450

空がつなぐまち・ひとづくり交流事業 先駆タイプ 255,128

ビジネスサポートセンター創設による「地域活性化」推進計画 横展開タイプ 21,850

地域を主体とした世界農業遺産活用戦略推進事業 先駆タイプ 2,860



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

鳥取県鳥取市

鳥取県岩美町

鳥取県若桜町

鳥取県智頭町

鳥取県八頭町

兵庫県香美町

兵庫県新温泉町

島根県

島根県川本町

島根県美郷町

島根県

島根県松江市

島根県益田市

島根県大田市

島根県安来市

島根県雲南市

島根県奥出雲町

島根県美郷町

島根県吉賀町

島根県海士町

逆境からの逆転！地域の魅力で人を呼び込む観光地域づくりプロジェクト 横展開タイプ 96,130

しまねに定着、回帰・流入するひとの流れづくりプロジェクト 横展開タイプ 140,570

地域連携DMOの設立による麒麟のまち圏域広域観光開拓・推進事業 先駆タイプ 53,378



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

島根県

北海道奥尻町

北海道音威子府村

北海道大空町

岩手県花巻市

岩手県遠野市

岩手県葛巻町

岩手県住田町

岩手県大槌町

岩手県九戸村

山形県小国町

福島県只見町

福島県金山町

新潟県阿賀町

白馬山麓環境施設組合

静岡県川根本町

滋賀県甲賀市

兵庫県香美町

奈良県五條市

島根県浜田市

島根県益田市

島根県大田市

島根県江津市

島根県雲南市

島根県奥出雲町

島根県飯南町

島根県川本町

島根県美郷町

島根県邑南町

島根県津和野町

島根県吉賀町

島根県海士町

島根県隠岐の島町

岡山県和気町

広島県北広島町

広島県大崎上島町

愛媛県久万高原町

宮崎県えびの市

鹿児島県南大隅町

鹿児島県屋久島町

島根県大田市

島根県飯南町

島根県美郷町

岡山県津山市

岡山県美咲町

広島県三原市

広島県世羅町

山口県

山口県山口市

山口県萩市

山口県長門市

山口県宇部市

鹿児島県指宿市

岩手県遠野市

京都府八幡市

埼玉県美里町

“城下町”と“黄福のまち”観光産業創造事業 先駆タイプ 35,425

広島空港隣接地を拠点とした「ＤＭＣ×地域商社」官民協働プロジェクト 横展開タイプ 69,875

高校を核とした新たな人づくり・人の流れづくりプロジェクト 先駆タイプ 711,488

国立公園「三瓶山」を核にした観光振興 先駆タイプ 2,590

域外から稼ぐ力を生み出す「新たな産業・交流拠点」づくり推進事業 横展開タイプ 109,017

ICT ＆ SIBの活用により健康長寿化と扶助費の増加抑制を可能とする飛び地連携型大規模ヘルス
ケア事業

先駆タイプ 120,482



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

山口県山口市

山口県宇部市

山口県萩市

山口県防府市

山口県美祢市

山口県山陽小野田市

島根県津和野町

徳島県

徳島県阿南市

徳島県那賀町

徳島県牟岐町

徳島県美波町

徳島県海陽町

徳島県

徳島県那賀町

香川県

香川県高松市

香川県

香川県三豊市

愛媛県

愛媛県松山市

愛媛県今治市

愛媛県宇和島市

愛媛県八幡浜市

愛媛県新居浜市

愛媛県西条市

愛媛県大洲市

愛媛県伊予市

愛媛県四国中央市

愛媛県西予市

愛媛県東温市

愛媛県上島町

愛媛県久万高原町

愛媛県松前町

愛媛県砥部町

愛媛県内子町

愛媛県伊方町

愛媛県松野町

愛媛県鬼北町

愛媛県愛南町

愛媛県

愛媛県松山市

愛媛県西予市

愛媛県西条市

愛媛県久万高原町

高知県いの町

高知県大川村

愛媛県大洲市

愛媛県内子町

愛媛県

山口県央連携都市圏域「山口ゆめ回廊」で育む観光圏域づくり 横展開タイプ 209,102

とくしま「スポーツ・レガシー」創造戦略 先駆タイプ 87,002

先端技術の活用によるローカルイノベーション推進事業 横展開タイプ 71,928

稼ぐ力を創出するスポーツと文化による地域活性化事業 横展開タイプ 82,466

健康経営・リカレントを核とした「人生１００年時代」への挑戦プロジェクト 先駆タイプ 35,955

「高松盆栽の郷」構想を中心とした盆栽と花き文化の振興対策 先駆タイプ 19,211

町家・古民家等の歴史的試験を活用した観光産業の確立推進事業 先駆タイプ 33,116

スゴ技、すごモノを世界へ売り込む愛媛の営業推進事業 横展開タイプ 90,186

四国西部エリア戦略型観光サービス創出事業～雄大な自然と山岳信仰文化に導かれる浄化・癒し
をコンセプトにした国際競争力の高い魅力ある観光地域の形成～

横展開タイプ 141,462



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

高知県安芸市

高知県室戸市

高知県東洋町

高知県奈半利町

高知県田野町

高知県安田町

高知県北川村

高知県馬路村

高知県芸西村

高知県南国市

高知県香南市

高知県香美市

高知県四万十市

高知県宿毛市

高知県土佐清水市

高知県大月町

高知県三原村

高知県黒潮町

高知県東洋町

徳島県海陽町

高知県土佐町

高知県本山町

高知県佐川町

高知県土佐市

高知県いの町

高知県仁淀川町

高知県越知町

高知県日高村

福岡県

福岡県福津市

福岡県宗像市

福岡県大牟田市

福岡県中間市

福岡県北九州市

福岡県

福岡県大刀洗町

福岡県田川市

福岡県

福岡県岡垣町

福岡県大野城市

福岡県福津市

福岡県うきは市

佐賀県

佐賀県鹿島市

佐賀県江北町

佐賀県白石町

佐賀県太良町

佐賀県佐賀市

佐賀県

長崎県

長崎県大村市

長崎県五島市

長崎県佐世保市

高知県東部観光協議会による高知県東部DMO推進事業 先駆タイプ 12,497

自然・体験型観光キャンペーン～四国最東端、高知県東洋町・徳島県海陽町を流れる日本屈指の
透明度を誇る清流「野根川」の自然をテーマとした地域活性化施策～

横展開タイプ 17,500

Learning Anywhere〜質の高い教育や“学び”の機会を、全ての場所で、全ての人に〜 先駆タイプ 37,575

物部川エリア広域観光連携事業 先駆タイプ 8,550

四万十・足摺エリア版DMOによる広域観光推進連携事業 先駆タイプ 10,498

ふくおか健康づくり県民運動 横展開タイプ 91,234

主に訪日外国人旅行者の旅行消費額単価上昇を目指した観光振興 横展開タイプ 104,007

仁淀ブルーを活用したDMO観光地域づくりの連携事業 先駆タイプ 15,498

国内外からの観光客に再び来訪してもらうための観光地づくりと稼げる観光資源の開発　～買っ
て、旅して、福おぉかー～

先駆タイプ 142,710

生産者と関係機関が一体となった「チャレンジ畜産600億」推進プロジェクト 横展開タイプ 111,841

長崎本線沿線地域の魅力づくりと人の流れの創出プロジェクト 横展開タイプ 28,780

さが藻類産業推進プロジェクト　～新資源開拓による地域産業イノベーション～ 先駆タイプ 27,829



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

長崎県

長崎県長崎市

長崎県佐世保市

長崎県島原市

長崎県諫早市

長崎県平戸市

長崎県松浦市

長崎県対馬市

長崎県壱岐市

長崎県五島市

長崎県西海市

長崎県雲仙市

長崎県南島原市

長崎県長与町

長崎県東彼杵町

長崎県川棚町

長崎県波佐見町

長崎県

長崎県長崎市

長崎県佐世保市

長崎県平戸市

長崎県

長崎県五島市

長崎県西海市

長崎県

長崎県長崎市

長崎県大村市

長崎県五島市

長崎県小値賀町

長崎県雲仙市

長崎県対馬市

長崎県新上五島町

長崎県佐世保市

長崎県

長崎県長崎市

長崎県佐世保市

長崎県

長崎県佐世保市

長崎県長与町

長崎県時津町

長崎県

長崎県長崎市

長崎県佐世保市

長崎県平戸市

長崎県対馬市

長崎県南島原市

長崎県雲仙市

長崎県小値賀町

長崎県

長崎県長崎市

長崎県佐世保市

長崎県松浦市

地域課題解決型 移住・定住促進事業 横展開タイプ 97,690

ながさきとの関わり創出プロジェクト 横展開タイプ 162,100

先進地連携型スタートアップ集積・創出促進事業 横展開タイプ 82,797

長崎の地域・産業で輝く若者の定着支援トータルサポート事業（ナガサキエールプロジェクト） 横展開タイプ 118,494

海洋エネルギー関連産業の受注拡大と産業間連携による地域活性化 横展開タイプ 37,863

長崎の水産物を世界に広げるプロジェクト 横展開タイプ 33,643

健康長寿日本一の長崎県づくり 横展開タイプ 39,639

水産県ながさきイノベーションプロジェクト 横展開タイプ 79,871



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

長崎県

長崎県対馬市

長崎県壱岐市

長崎県五島市

長崎県新上五島町

熊本県

熊本県合志市

熊本県

熊本県大津町

熊本県益城町

熊本県

熊本県西原村

熊本県南阿蘇村

熊本県益城町

熊本県大津町

熊本県

熊本県宇土市

熊本県合志市

熊本県人吉市

熊本県錦町

熊本県多良木町

熊本県湯前町

熊本県水上村

熊本県相良村

熊本県五木村

熊本県山江村

熊本県球磨村

熊本県あさぎり町

熊本県菊池市

熊本県玉名市

熊本県山鹿市

熊本県和水町

熊本県山都町

熊本県甲佐町

大分県

大分県別府市

大分県

大分県中津市

大分県別府市

大分県

大分県佐伯市

大分県竹田市

熊本県阿蘇市

大分県宇佐市

大分県

宮崎県

宮崎県串間市

宮崎県えびの市

宮崎県

宮崎県美郷町

宮崎県

宮崎県高千穂町

宮崎県日之影町

宮崎県五ヶ瀬町

宮崎県諸塚村

宮崎県椎葉村

しまの産品振興による地域活性化プロジェクト 横展開タイプ 106,790

熊本地震の震災遺構等を活用した回廊型フィールドミュージアムによる交流人口拡大プロジェクト 横展開タイプ 134,178

新たな視点での取組みによる持続可能な地域の実現プロジェクト 横展開タイプ 99,635

自然共生型産業を核とした地域未来投資促進プロジェクト 先駆タイプ 65,094

熊本都市圏東部地域をはじめとした創造的復興による地方創生プロジェクト 横展開タイプ 50,191

緑の川と山の都のブランド創造プロジェクト 先駆タイプ 18,593

大分県版第4次産業革命「OITA4.0」関連事業 先駆タイプ 113,828

人吉球磨10市町村が一体となった地域連携ＤＭＯによる観光地域づくりプロジェクト 横展開タイプ 30,994

熊本県北インバウンド推進事業 先駆タイプ 2,248

阿蘇・竹田ブランド観光地域づくり推進事業 横展開タイプ 12,000

はちまんの郷からはじまる歴文探訪学びプロジェクト　～新たな旅のカタチ～ 横展開タイプ 13,869

おんせん県おおいた県域版DMOを核とした観光振興事業 先駆タイプ 155,345

戦略魚種生産性向上実証支援事業 横展開タイプ 44,461

世界農業遺産高千穂郷・椎葉山地域活力創造事業 横展開タイプ 37,392

県立学校を核としたまち・ひと・しごと創生推進プロジェクト 横展開タイプ 20,467

宮崎発「産地型商社」構築支援事業 横展開タイプ 7,349



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

宮崎県延岡市

大分県佐伯市

鹿児島県

鹿児島県指宿市

鹿児島県

鹿児島県日置市

鹿児島県

鹿児島県出水市

鹿児島県薩摩川内市

鹿児島県阿久根市

鹿児島県日置市

「食」と「連携」による東九州バスク化構想推進事業～海と大地を一皿に～ 先駆タイプ 37,166

オリンピック・パラリンピックを契機とした観光成長＆県産品販路開拓プロジェクト 横展開タイプ 74,145

薩摩國広域輸出促進事業 横展開タイプ 1,500

食品関連産業成長促進プロジェクト 横展開タイプ 17,052

ふるさと鹿児島人材確保・育成プロジェクト 横展開タイプ 58,686



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

北海道 北海道の美味しい農林水産物でつくるハイグレードな食・創造ビジネスモデル拡大事業 横展開タイプ 98,276

北海道 ワイン産地「HOKKAIDO」形成プロジェクト 横展開タイプ 36,476

北海道 若年人材の還流促進と新たな仕事・働き方創出事業 横展開タイプ 22,004

北海道 北海道型Society5.0イノベーション・エコシステムによる近未来技術社会実装プロジェクト 横展開タイプ 34,358

北海道
北海道らしい「関係人口」の創出・拡大プロジェクト　～地域の経済・社会的な活動の担い手として
多様に関わる人材の創出～

横展開タイプ 38,258

北海道 アイヌ文化・工芸等の魅力を生かした新たな価値創出事業 横展開タイプ 71,446

北海道
先端技術で支える持続可能な北海道の一次産業・暮らし（担い手の育成確保による基幹産業の維
持・発展）

横展開タイプ 52,581

北海道 北海道未来実装「地方×宇宙ビジネス」創生事業 横展開タイプ 3,099

北海道札幌市 UIJターンによるさっぽろ型人材還流促進事業 横展開タイプ 27,125

北海道札幌市 デジタル技術を活用したイノベーション創出事業 横展開タイプ 25,370

北海道函館市 多文化共生社会の実現による外国人材いきいき活躍プロジェクト 横展開タイプ 3,734

北海道函館市 水産・海洋に関するローカルイノベーション創出支援事業 横展開タイプ 2,695

北海道旭川市 まちを支える産業人材の育成・確保を核とした選ばれるまちづくりプロジェクト 横展開タイプ 10,960

北海道旭川市 ものづくり企業のデザイン力向上による持続可能な都市創造プロジェクト 横展開タイプ 24,370

北海道旭川市
青少年ICTパークプロジェクト～ｅスポーツをきっかけにＩＴ人材の育成と中心市街地の賑わい創出
～

横展開タイプ 33,500

北海道釧路市 釧路市ビジネスサポートセンターk-Bizを核とした「しごと創生」事業 横展開タイプ 26,426

北海道北見市 地元大学の研究シーズを活用した産学官連携によるICT産業創出プロジェクト 横展開タイプ 5,000

北海道岩見沢市 ワークライフバランスの推進と就業環境の整備による地域活性化事業 横展開タイプ 16,079

北海道美唄市 地域資源を活かした「関係人口・交流人口」拡大プロジェクト 横展開タイプ 25,115

北海道江別市 江別版生涯活躍のまち推進事業 横展開タイプ 4,957

北海道江別市 観光振興計画推進事業 横展開タイプ 4,683

北海道江別市 えべつ食のブランド海外展開促進事業 横展開タイプ 2,930

北海道江別市
　江別市就労支援プログラム事業
　　（江別まちなか仕事プラザ事業～女性と高齢者等の就労支援～）
　　（介護人材養成支援事業）

横展開タイプ 17,569

北海道江別市 若者「えべつ愛」育成プロジェクト～「関係人口」の創出・拡大を目指して～ 横展開タイプ 5,020

北海道紋別市 外国人との共生にかかるプラットホーム形成事業 横展開タイプ 19,733

北海道名寄市 地域資源を活用したスポーツ×交流イノベーション　プロジェクト 横展開タイプ 2,800

北海道三笠市 三笠版ＤＭＯ造成による「住んで・訪れて・仕事をして良し」の観光地域づくり事業 横展開タイプ 27,905

北海道三笠市 三笠の特色ある資源を活用したまちの賑わい創出事業 横展開タイプ 4,349

北海道富良野市 食・農の魅力を活かしたスマート旅行都市構築事業 横展開タイプ 7,165

北海道恵庭市 外国人も暮らしやすく・活躍できる多文化共生のまちづくり事業 横展開タイプ 802

北海道北広島市 北で広がる夢があるボールパーク構想と連携したまちづくり推進プロジェクト 横展開タイプ 8,785

北海道石狩市 交流のまち、人のつながり創出事業 横展開タイプ 15,150

北海道石狩市 産業と共に成長するダイバーシティいしかり創生プロジェクト 横展開タイプ 15,000

北海道厚沢部町 厚沢部町「農に生きる」創生事業　～まち・ひと・しごとの未来デザイン～ 横展開タイプ 20,950

北海道今金町 多様な人材が活躍できるまちづくり推進事業 横展開タイプ 2,525

北海道ニセコ町 ローカルスマート交通深化・展開事業 横展開タイプ 8,022

＜６．先駆タイプ・横展開タイプ　単独事業分＞



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

北海道ニセコ町 持続可能な町を実現する「NISEKO生活・モデル地区」構築事業 横展開タイプ 21,000

北海道余市町 食の都よいち、フルコースプロジェクト 横展開タイプ 14,500

北海道余市町
よいち地域まるごとマリアージュ推進プロジェクト(6次産業化の推進による観光振興及び関係人口
創出事業)

横展開タイプ 12,262

北海道南幌町 誘客交流拠点施設整備と連動したエリアマネジメント推進事業 横展開タイプ 2,871

北海道沼田町 沼田町ノマド自然学校設立事業 横展開タイプ 12,119

北海道鷹栖町 あらゆる世代の希望が実現する生涯活躍のまち推進事業 横展開タイプ 12,752

北海道鷹栖町 地域資源総活躍による農村コミュニティ再生事業 横展開タイプ 5,275

北海道東神楽町 ＩＣＴ技術を活用した食生活改善の「見える化」を軸にした総合的健康食育タウン事業 横展開タイプ 6,000

北海道東神楽町 創業とブランディングによる町のにぎわい創出事業 横展開タイプ 3,500

北海道上川町 世界に誇る通年型山岳リゾートタウン実現プロジェクト 先駆タイプ 70,126

北海道東川町 “選好”をキーワードにした新しいまちづくり、『コンステレーションタウン』構築プロジェクト 先駆タイプ 46,221

北海道東川町 多文化・多世代共生のまちづくり“東川版生涯活躍のまち” 先駆タイプ 199,980

北海道東川町 文化を起点とした価値連鎖のまちづくり事業 横展開タイプ 69,905

北海道上富良野町 大地の恵みを強みに変える　かみふらのブランド創造・地域の活力創出事業 横展開タイプ 34,064

北海道下川町 SDGsを取り入れた「経済×社会×環境＝持続可能なしもかわ」創造事業 横展開タイプ 42,955

北海道美深町 チョウザメを核とした産学官連携による産業創出プロジェクト 横展開タイプ 33,251

北海道中川町 中川町地域商社と東京都世田谷区サテライトスペース連携事業 横展開タイプ 20,750

北海道中頓別町 過疎地域における働き方改革プロジェクト 横展開タイプ 9,544

北海道枝幸町
 高校と地域が連携した「ふるさと教育」推進プロジェクト～未来を明るくするグローバル人材の育
成・回帰～

横展開タイプ 12,635

北海道斜里町 「しれとこテレワーク」地域ビジネス化プロジェクト 横展開タイプ 3,428

北海道斜里町 「SHIRETOKO! SUSTAINABLE」プラットフォーム＆エリアクラブ構築運営事業 横展開タイプ 7,500

北海道小清水町 農＋観＋福で紡ぐ“稼ぐ力”向上プロジェクト 横展開タイプ 17,180

北海道興部町
観光・小さな拠点づくり事業　～　地域産業を支えるグリーンツーリズムのインバウンド交流拠点整
備

横展開タイプ 1,000

北海道安平町 日本で一番世界に近いまちプロジェクト～震災前よりも魅力的な町を目指して～ 横展開タイプ 27,794

北海道安平町 真の復興を目的とした交流人口拡大による地域活性化プロジェクト 横展開タイプ 2,750

北海道安平町 回遊交流による商店街賑わい創出プロジェクト 横展開タイプ 10,723

北海道上士幌町 生涯活躍のまち　上士幌創生包括加速プロジェクト事業 横展開タイプ 32,159

北海道上士幌町 上士幌町観光地域商社新ビジネス創出プロジェクト 横展開タイプ 17,321

北海道中札内村 ヘルスケアビジネス創出と政策間連携による健康なまちづくり実現事業 横展開タイプ 5,512

北海道更別村 さらべつむら近未来技術等社会実装プロジェクト 横展開タイプ 6,575

北海道浦幌町 副業・ボランティアを活用した十勝うらほろ地域創生事業 横展開タイプ 46,600

北海道釧路町 釧路町を応援する人々との協働による移住・定住推進事業 横展開タイプ 820

青森県 新流通サービス「A!Premium」が実現する「選ばれる青森」県産品取引拡大事業 横展開タイプ 51,244

青森県 多様な分野との連携による農山漁村「地域経営」ソーシャルビジネス促進事業 横展開タイプ 43,679

青森県 無意識の健康づくりを始めとする健康ライフ実現プロジェクト 横展開タイプ 27,572

青森県 学ぶ・働く・生きる場所として「選ばれる青森」人材定着・還流促進事業 横展開タイプ 44,192

青森県 「選ばれる青森」の米、「稼ぐ」米産業構築事業 横展開タイプ 26,581



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

青森県 青森県プロフェッショナル人材活用高度化事業 横展開タイプ 10,401

青森県 先端技術活用によるしごと・くらしの質向上プロジェクト 横展開タイプ 18,407

青森県 中国路線を活用した東北周遊及びビジネス交流拡大事業 横展開タイプ 82,516

青森県 「あおもりで暮らそう」移住推進プロジェクト事業 横展開タイプ 30,222

青森県青森市 青森市リノベーションまちづくり推進事業 横展開タイプ 4,400

青森県青森市 ヘルステックを核とした健康まちづくりプロジェクト 横展開タイプ 14,063

青森県弘前市 寝たきりゼロによる健康的で豊かな生活を実現するライフ・イノベーションの加速化事業 横展開タイプ 29,900

青森県弘前市
多様な人材の参画と先端技術を活用した産地形成による「ひろさきりんご産業イノベーション加速
化事業」

横展開タイプ 22,585

青森県八戸市 八戸スポーツビジネス創生事業 先駆タイプ 82,890

青森県八戸市 八戸都市圏の食ブランドを活かした広域連携による稼ぐ力強化事業 横展開タイプ 40,100

青森県八戸市 八戸産ぶどうを活用したワイン産業の創出による地域経済活性化事業 横展開タイプ 2,757

青森県八戸市 はちのへ空き家再生事業 横展開タイプ 19,556

青森県八戸市 はちのへマチナカ活性化プロジェクト 横展開タイプ 26,125

青森県八戸市 八戸AIデータワーク推進事業 横展開タイプ 9,000

青森県むつ市 大学×若者×創業による将来を担う人材育成・確保推進事業 横展開タイプ 12,443

青森県むつ市 ＜陸・海・空＞むつうまブランドによる「稼げる」農林水産業推進事業 横展開タイプ 33,460

青森県むつ市 キョウイク（教育・共育・今日行く！）拠点によるまちづくり推進事業 横展開タイプ 6,216

青森県鰺ヶ沢町
町の基幹産業である農水産業と観光産業を交差させる体制づくり＆地域の「食」を核にした交流人
口拡大事業

横展開タイプ 14,495

青森県藤崎町 地域商社を中心としたまち・ひと・しごとの未来デザインLABO始動プロジェクト 横展開タイプ 12,160

青森県大鰐町 持続可能にする伝統産業の事業承継推進事業 横展開タイプ 16,150

青森県野辺地町 新たな誘客視点と「稼ぐ力」の融合による、地域の賑わいづくりプロジェクト 横展開タイプ 15,508

岩手県 第４次産業革命技術の実装によるイノベーション創出促進事業 横展開タイプ 9,532

岩手県 三陸の新しい交通ネットワークを活用した交流人口拡大事業 横展開タイプ 40,734

岩手県 岩手ファンの拡大を通じた人交密度向上プロジェクト 横展開タイプ 31,720

岩手県 北いわて産業・社会革新推進事業 横展開タイプ 5,253

岩手県 県内就業・起業の促進による将来を担う人材育成・確保推進事業 横展開タイプ 12,717

岩手県 北いわてスマート農業プラットフォーム創造事業 横展開タイプ 9,038

岩手県 ＩＣＴを活用した生産性向上と若者の地元定着促進事業 横展開タイプ 2,500

岩手県 プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業 横展開タイプ 18,236

岩手県盛岡市 関係人口の増加を機軸とした移住・定住・交流人口対策事業 横展開タイプ 18,706

岩手県盛岡市 地域に根付いた「盛岡ヘルステック・クラスター」形成促進事業 横展開タイプ 15,965

岩手県宮古市 サーモンランドプロジェクト事業 横展開タイプ 7,470

岩手県大船渡市 大船渡ふるさと交流センター発「三陸マリアージュ」創出・展開プロジェクト 横展開タイプ 14,750

岩手県大船渡市 大船渡市地域未来創発センターによる地場産業高度化・人材育成プロジェクト 横展開タイプ 12,000

岩手県大船渡市 三陸沿岸に最適な周年生産施設型農業による夏イチゴ産地化プロジェクト 横展開タイプ 7,500

岩手県大船渡市 スポーツ・アクティビティを中核とした体験型交流創出・展開プロジェクト 横展開タイプ 8,500

岩手県久慈市 ロケツーリズムを活かした商工観光振興事業 横展開タイプ 11,492



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

岩手県久慈市 雇用と移住定住によるトータル人材獲得事業 横展開タイプ 3,806

岩手県久慈市 まちなか賑わい再生事業 横展開タイプ 7,407

岩手県遠野市 自動車産業集積化加速　ローカル連携・グローバル展開　プロジェクト 横展開タイプ 23,000

岩手県遠野市 日本のふるさと遠野風の丘しごと創生プロジェクト 横展開タイプ 15,250

岩手県陸前高田市 「ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくり」の実現 横展開タイプ 16,000

岩手県陸前高田市 陸前高田市持続可能な地域経済基盤構築プロジェクト 横展開タイプ 11,280

岩手県八幡平市 新たな地方型ワークスタイルの推進等による若年人材還流・定着トレンド創出事業 横展開タイプ 5,500

岩手県八幡平市 サスティナブルツーリズムを起点とした持続する観光のまちづくり 横展開タイプ 31,994

岩手県滝沢市 最先端教育の実施と若者と企業の交流促進による「滝沢人」市場価値向上プロジェクト 横展開タイプ 8,150

岩手県雫石町 「虹の似合うまち雫石町」まち・ひと・しごとの一体的推進による関係人口の拡大 横展開タイプ 21,875

岩手県葛巻町 　「歩きまわりたくなるまちなか」実現を通じたエリアリノベーションまちづくり 横展開タイプ 57,500

岩手県岩手町 ＳＤＧｓ未来都市提携×リビングラボによる町の持続可能性の向上 横展開タイプ 35,000

岩手県紫波町 学校跡地活用まちづくり推進プロジェクト 横展開タイプ 6,900

岩手県矢巾町 メディカルフィットネス推進事業 横展開タイプ 31,750

岩手県矢巾町 まちづくりサポーターを活用した関係人口創出事業 横展開タイプ 5,300

岩手県平泉町 製造業の強化による産業の重層化と「ＩоＴのまち」創造事業 横展開タイプ 9,873

岩手県大槌町 大槌町移住・定住促進事業 横展開タイプ 505

岩手県大槌町 大槌ジビエソーシャルプロジェクト 横展開タイプ 22,672

岩手県田野畑村 新・教育立村（「たのはたプラン教育」「田野畑SDGｓ仕事図鑑」制作）による移住者誘致事業 横展開タイプ 4,784

岩手県田野畑村 道の駅たのはたを軸とした地域しごとづくり事業 横展開タイプ 17,500

岩手県普代村 多様なワークスタイルの実現による移住者誘致と持続可能な普代村の創出事業 横展開タイプ 4,251

岩手県洋野町 ヒロノジン増加プロジェクト 横展開タイプ 14,700

岩手県洋野町 医療機器産業の育成と雇用創出による地域課題解決事業 横展開タイプ 31,672

宮城県 人材不足対策を核とした宮城の次代を切り拓くものづくり産業等の新機軸創出事業 横展開タイプ 47,821

宮城県 宮城を力強く牽引する新エネルギー・環境関連産業創出・育成事業 横展開タイプ 7,500

宮城県 地域活性化型みやぎキャッシュレス推進事業 横展開タイプ 5,000

宮城県 松島湾周遊体験観光地整備事業 横展開タイプ 78,000

宮城県 多様な人財が輝き，活力巡る令和のむらづくり 横展開タイプ 62,000

宮城県 プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業 横展開タイプ 39,000

宮城県仙台市 世界の防災・減災産業を牽引するBOSAI-TECHイノベーション・エコシステム形成促進事業 横展開タイプ 58,850

宮城県仙台市 中小企業の問題解決プラットフォームの設置による地域経済活性化事業 横展開タイプ 4,000

宮城県仙台市 仙台・東北の地域経済を持続的に発展させるソーシャルイノベーション創出事業 横展開タイプ 28,152

宮城県仙台市 せんだい農食チャレンジ支援事業 横展開タイプ 8,399

宮城県仙台市 東北の美酒と食によるツーリズム推進及び食産業振興プロジェクト 横展開タイプ 8,500

宮城県仙台市 地域商社機能を軸としたローカルブランディング及び外貨獲得システムの構築事業 横展開タイプ 8,925

宮城県石巻市 コミュニティを核とした持続可能な地域社会の構築 横展開タイプ 29,775

宮城県気仙沼市 「世界とつながる 豊かなローカル」構築事業～輸出で「稼ぎ」次世代へ「繋ぐ」～ 横展開タイプ 6,826



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

宮城県角田市 ニューツーリズムを核とした地域活性化プロジェクト 横展開タイプ 7,660

宮城県多賀城市 次世代担い手育成プロジェクト 横展開タイプ 3,900

宮城県岩沼市
あらゆる世代が世代を超えてつながりあう～岩沼市全世代活躍できる地域社会づくりプロジェクト
～

横展開タイプ 6,509

宮城県登米市
市民主体による新たな人の流れ創出プロジェクト　～行ってみたい、住んでみたい、住み続けたい
登米市の実現～

横展開タイプ 10,687

宮城県大崎市 未活用人財・資産掘り起こし総活躍社会実現政策パッケージ事業 横展開タイプ 19,762

宮城県大崎市 世界農業遺産「大崎耕土」の食・農文化等の地域資源を活かしたツーリズム創造事業 横展開タイプ 3,750

宮城県富谷市 新たな観光拠点と地域の担い手創出による宿場町復活・活性化プロジェクト 横展開タイプ 20,905

宮城県柴田町 太陽の村冒険遊び場キッズバイクパークを核とした交流人口拡大事業 横展開タイプ 1,800

宮城県川崎町 ４廃校活用施設によるまちづくり促進事業 横展開タイプ 8,000

宮城県川崎町 持続可能な地域ビジネス構築事業～ジビエを核とした道の駅特産品開発プロジェクト～ 横展開タイプ 10,175

宮城県利府町
利府町モデル！『地域産業』×『こあきない』×『シビックプライドの醸成』によるまちの賑わい拡大プ
ロジェクト

横展開タイプ 10,941

宮城県加美町 官民協働による住民主体の地域づくり推進事業 横展開タイプ 741

秋田県 「秋田の空」のものづくり拠点形成事業 先駆タイプ 30,035

秋田県 秋田の地域コミュニティ創生事業 横展開タイプ 5,914

秋田県 ヘルステック産業拠点創出支援事業 横展開タイプ 11,504

秋田県 水稲新品種のブランド化を契機とした地域経済の活性化 横展開タイプ 73,609

秋田県 健康づくり県民運動推進事業（「あきた健康宣言！」推進事業・生活習慣病対策事業） 横展開タイプ 14,627

秋田県 秋田県若者の県内定着・回帰促進事業 横展開タイプ 28,127

秋田県 社会減の抑制のための移住促進強化事業 横展開タイプ 13,090

秋田県 輝け「食の秋田」地域活性化プロジェクト事業 横展開タイプ 12,104

秋田県 プロフェッショナル人材活用普及促進事業 横展開タイプ 33,645

秋田県秋田市 ビジネススタートアップ支援事業 横展開タイプ 6,213

秋田県大館市 教育と学ぶ力で活力を引き出す「大館版リカレント教育」 横展開タイプ 13,370

秋田県男鹿市 男鹿版ＤＭＯを核とした地域ブランドづくり推進事業 先駆タイプ 18,101

秋田県鹿角市 鹿角ヘリテージ・ツーリズム創出プロジェクト 横展開タイプ 28,453

秋田県鹿角市 鹿角ローカルベンチャー創出事業 横展開タイプ 13,456

秋田県由利本荘市
「複合機能住宅」の整備・運営を核にした多様な人材確保と新しい人の流れを生み出す関係人口の
創出

横展開タイプ 3,445

秋田県大仙市 世界に発信する「HANABIのまち大仙」活性化プロジェクト 横展開タイプ 8,576

秋田県にかほ市 外国人材にとって「働きやすいまち」、「暮らしやすいまち」実現に向けた満足度向上事業 横展開タイプ 1,682

秋田県にかほ市 にかほ発！ビーチから未来を担う「にかほベンチャー」創出・育成事業 横展開タイプ 8,900

秋田県にかほ市 子ども・子育てのまちを核としたシティプロモーション 横展開タイプ 10,164

秋田県仙北市 地域ブランディングによる観光まちづくり事業 横展開タイプ 10,247

秋田県大潟村 スポーツ･観光を核とした交流人口拡大と地方への移住定住者の増加プロジェクト 横展開タイプ 3,254

秋田県羽後町 羽後町しごと改革 先駆タイプ 5,470

山形県 ＩｏＴ等の先端技術導入による中小企業の生産性向上推進事業 横展開タイプ 92,118

山形県 「日本一美酒県　山形」推進プロジェクト 横展開タイプ 6,986

山形県 観光デジタルマーケティングの推進による訪日外国人観光消費額の拡大事業 横展開タイプ 15,937



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

山形県 プロフェッショナル人材を活用した中小企業成長戦略実現事業 横展開タイプ 21,037

山形県山形市 子や孫の代まで元気な山形を遺す産業再生計画 横展開タイプ 36,170

山形県山形市 スクスク（SUKSK）生活定着推進事業―健康医療先進都市の実現に向けて― 横展開タイプ 26,397

山形県山形市 クリエイティブプラットフォーム形成事業 横展開タイプ 16,118

山形県米沢市 地域商社を核とした官民協働によるオール米沢での米沢ブランド戦略事業 横展開タイプ 46,355

山形県米沢市 精密加工技術を核とした米沢ものづくりプロモーション事業 横展開タイプ 9,371

山形県米沢市 西吾妻山×天元台高原×白布温泉エリア　リボーンプロジェクト 横展開タイプ 50,570

山形県鶴岡市 都市から地方へ、世界から鶴岡へ　食文化でひとの流れを創造するプロジェクト 横展開タイプ 15,294

山形県鶴岡市 つるおか農業人材育成・確保プロジェクト 横展開タイプ 39,124

山形県鶴岡市 ＩＣＴ活用による生活環境の利便性向上・定住化事業 横展開タイプ 8,846

山形県鶴岡市
シルクノチカラ×SDGsでつなぐ次世代交流・産業創造プロジェクト　(鶴岡市歴史文化遺産活用事
業)

横展開タイプ 18,120

山形県酒田市 酒田市産業振興まちづくりセンター（サンロク）整備・運営事業 先駆タイプ 38,501

山形県酒田市 参加する暮らしに人が集うまち酒田（酒田市生涯活躍のまち基本計画） 横展開タイプ 11,947

山形県酒田市 ものづくり産業、企業支援型サービス産業の人材確保・育成等競争力強化事業 横展開タイプ 49,100

山形県酒田市 KOEKI(交易と公益）のまち・酒田推進事業 横展開タイプ 55,870

山形県酒田市 東北公益文科大学、地元高校との連携による人づくり・まちづくりプロジェクト 横展開タイプ 7,546

山形県酒田市 地域の宝を核とした関係人口創出プロジェクト 横展開タイプ 10,744

山形県寒河江市 スポーツツーリズム推進によるまちづくりプロジェクト 横展開タイプ 12,505

山形県寒河江市 ヒストリーコミュニティ「JI‐ON‐JI」地域活性化プロジェクト 横展開タイプ 31,950

山形県上山市
健康づくりの環境整備によるヘルスツーリズム普及拡大とＩＣＴを活用した官民連携型健康増進事
業

横展開タイプ 11,217

山形県村山市 特色ある地域資源を活用した農観連携による稼ぐ力創出と交流人口拡大戦略 横展開タイプ 7,165

山形県村山市 特色ある歴史文化資源を活用したまちづくり「れきぶんプロジェクト」 横展開タイプ 3,747

山形県村山市 むらやま人の流れ創出プロジェクト 横展開タイプ 6,740

山形県長井市 地域一体で行う６次産業化商品販路拡大事業 横展開タイプ 1,071

山形県長井市 パラレルワークを中心とした人材誘致事業 横展開タイプ 14,755

山形県中山町
最上川舟運文化が育んだ紅花が彩る豪農屋敷とイモニケーションが生み出す関係・交流人口１０
倍プロジェクト

横展開タイプ 20,347

山形県河北町
河北町の第1次・2次・3次産業をマーケットイン思考で再構築する地域商社「かほくらしカンパニー」
（仮）の設立・展開事業

横展開タイプ 10,000

山形県金山町
落花生栽培を起点とした、農業所得の向上及び健康づくりを目指した「まめ（落花生、健康、勤勉・
忠実）づくり事業」

横展開タイプ 13,745

山形県高畠町 「またね」がゆきかう、「うふふ」があふれるプロジェクト事業 横展開タイプ 9,760

山形県飯豊町 飯豊電池バレー人材育成事業 先駆タイプ 17,500

山形県庄内町 滞在型観光×６次産業化推進×宿泊施設整備の一体的推進による稼げる観光産業づくり 横展開タイプ 15,983

福島県 福島県再生可能エネルギー関連産業集積に向けた「ひと・もの・しごと」創生事業 横展開タイプ 33,173

福島県 福島県航空宇宙関連産業競争力強化事業 横展開タイプ 87,988

福島県 ふくしま成長産業グローバル展開支援事業 横展開タイプ 84,232

福島県 福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業 横展開タイプ 54,027

福島県郡山市 SDGs全世代健康都市圏の推進による誰もが活躍できる地域基盤創生プロジェクト 横展開タイプ 38,535

福島県田村市 あぶくま洞のアジア圏に向けたインバウンドプロジェクト及び地域コミュニティの創出 横展開タイプ 5,550



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

福島県田村市 １次産業による持続的関係人口構築戦略 横展開タイプ 4,800

福島県楢葉町 スポーツ振興を通じた新復興プラットフォーム形成事業（福島県楢葉町） 横展開タイプ 12,550

福島県楢葉町
多様な創業・働き方を受け入れ、新たな担い手の流入・定着につなげる次世代型移住促進事業（福
島県楢葉町）

横展開タイプ 20,750

茨城県 いばらき宇宙ビジネス創造拠点プロジェクト 先駆タイプ 43,403

茨城県 次世代技術活用ビジネスイノベーション創出事業 横展開タイプ 63,811

茨城県 外国人材活躍促進事業 横展開タイプ 42,117

茨城県 いばらきeスポーツ産業創造プロジェクト事業 横展開タイプ 13,500

茨城県 いばらき地酒バー販路拡大促進事業 横展開タイプ 21,000

茨城県 県北地域牽引産業・中核企業創出事業 横展開タイプ 19,816

茨城県 UIJターン・地元定着支援強化事業 横展開タイプ 7,447

茨城県 プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業 横展開タイプ 49,089

茨城県 県北ニューツーリズム推進事業 横展開タイプ 24,552

茨城県 いばらきSociety5.0地域社会実装推進事業 横展開タイプ 11,500

茨城県龍ケ崎市 自慢したくなるふるさと「龍ケ崎スタイル体験＆定住促進」事業 横展開タイプ 10,300

茨城県笠間市 多世代活躍型生涯活躍のまち（笠間版CCRC）構想推進事業 横展開タイプ 8,350

茨城県つくば市 SDGsを通じた持続可能都市推進プロジェクト 横展開タイプ 8,696

茨城県つくば市 若者地域定着加速化事業 横展開タイプ 8,675

茨城県潮来市 「農」と「観」あるまち。水郷潮来MYSTERYプロジェクト 横展開タイプ 2,950

茨城県潮来市 水郷潮来サプリメント計画　～SDGｓなあやめ園を目指して～ 横展開タイプ 14,911

茨城県那珂市 デマンド交通域外運行拡充事業 横展開タイプ 8,060

茨城県那珂市 静峰ふるさと公園活性化事業 横展開タイプ 11,555

茨城県桜川市 桜川市の魅力・地域力をあますことなく発掘、創造、発信する地域商社設立事業 横展開タイプ 14,400

茨城県鉾田市 「農業と観光のハーモニー」 DAPPE project 横展開タイプ 29,875

茨城県つくばみらい市 高齢者が安心して生活できる環境づくり事業 横展開タイプ 2,214

茨城県大洗町 観光コンシェルジュを核としたキラリと光る「観光」×「交流」推進プロジェクト 横展開タイプ 12,480

茨城県境町 河岸の街さかい復興プロジェクト～子育て世帯を呼び込む・囲い込むまちづくり推進事業～ 横展開タイプ 61,649

栃木県 一人ひとりの健康づくり推進事業 横展開タイプ 4,548

栃木県 とちぎ戦略産業牽引企業創出・成長支援事業 横展開タイプ 55,372

栃木県 とちぎの稼ぐ力応援事業 横展開タイプ 65,229

栃木県 「農業の稼ぐ力」強化事業 横展開タイプ 97,865

栃木県 誰もが輝くとちぎ移住・定住促進プロジェクト 横展開タイプ 95,093

栃木県 とちぎ関係人口創出プロジェクト 横展開タイプ 45,500

栃木県 観光型ＭａａＳ活用交通モデル構築事業 横展開タイプ 10,246

栃木県 とちぎプロフェッショナル人材活用促進事業 横展開タイプ 20,330

栃木県 無人自動運転移動サービス導入検証事業 横展開タイプ 35,350

栃木県 地域と学校で取り組む若者定着促進事業 横展開タイプ 12,629

栃木県宇都宮市 地域資源の磨き上げによる街なかの個性づくりの更なる強化と魅力の発信 横展開タイプ 1,211



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

栃木県宇都宮市 アーバンスポーツによる新たな魅力創出事業 横展開タイプ 53,778

栃木県宇都宮市
東京圏との近接性を活かした「ひと・もの・しごと」ネットワークづくりプロジェクト～つながるその先に
うつのみや～

横展開タイプ 18,388

栃木県宇都宮市 ICTを活用したスマートシティうつのみやの推進 横展開タイプ 63,581

栃木県足利市 移住・定住に向けた足利ファンづくり事業 横展開タイプ 9,296

栃木県栃木市 栃木市観光魅力アップ事業 横展開タイプ 1,500

栃木県栃木市 栃木市空き家・空き店舗・空き蔵を活用した重伝建地区活性化プロジェクト 横展開タイプ 5,278

栃木県佐野市 「地方で輝く」を見つける”しごと”の移住プロモーション事業　～佐野らーめん不動産プロジェクト～ 横展開タイプ 15,000

栃木県佐野市 「佐藤さんゆかりの地」聖地化による関係人口増加プロジェクト 横展開タイプ 10,470

栃木県小山市 空き家等を活用した二地域居住促進事業 横展開タイプ 18,500

栃木県小山市 小山市の歴史・文化・自然・インフラを活用したまちなかの魅力磨き上げ推進計画 横展開タイプ 6,500

栃木県小山市 移住定住女子力小山の魅力発信計画 横展開タイプ 2,750

栃木県矢板市 ネットワークで健幸を推進する「connect with ハピネス」 横展開タイプ 11,800

栃木県さくら市 商店街の景観・ホスピタリティ向上事業 横展開タイプ 2,200

栃木県下野市 6次産業化施設ゆうがおパークの活性化事業 横展開タイプ 1,674

栃木県下野市 下野市を知ればもっと好きになる！交流・関係・定住人口好循環拡大プロジェクト 横展開タイプ 8,370

栃木県市貝町
グリーンツーリズム（農山漁村体験）で選ばれるまちづくりプロジェクト～都会にはない世界、いちか
い～

横展開タイプ 2,600

栃木県野木町 のぎまち地域の賑わい再生事業～「ひと・おかね・しごと」好循環創出プロジェクト～ 横展開タイプ 7,200

栃木県高根沢町 高根沢町産「とちぎの星」のプロモーション推進事業 横展開タイプ 14,775

群馬県 先端ものづくり産業等支援強化事業 横展開タイプ 53,549

群馬県 ぐんま「強い産業づくり」推進事業 横展開タイプ 46,933

群馬県 ぐんま「稼ぐ農林業」促進事業 横展開タイプ 49,319

群馬県 「ぐんまに外国人材を呼び込む」プロジェクト 横展開タイプ 3,319

群馬県 群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点事業 横展開タイプ 20,281

群馬県前橋市 文化芸術施設と市民力を活用した交流拠点創出事業 横展開タイプ 13,623

群馬県前橋市 子育て支援と女性の活躍推進による家族移住促進事業 横展開タイプ 22,640

群馬県太田市 市民参画×リブランディングによるものづくりの街・太田プロモーション事業 横展開タイプ 3,200

群馬県太田市 地元学生、女性の労働力を活用するワークライフシナジー事業 横展開タイプ 3,450

群馬県太田市 地元大学・学生・大学発ベンチャーと連携したＩＣＴ人財創出アントレプレナーアカデミー事業 横展開タイプ 3,500

群馬県沼田市
ＡＬＬ沼田で起業・創業を支援「沼田で起し（起業）創り（第二創業）継げて（事業継承）広げる（事業
拡大）」

横展開タイプ 5,727

群馬県富岡市 市民協働による地域力向上事業 横展開タイプ 5,324

群馬県みどり市 みどり市元気プロジェクト 横展開タイプ 3,757

群馬県上野村 Ｉターン者が人口の２０％を占める上野村の新たな移住定住促進事業 横展開タイプ 9,625

群馬県嬬恋村 ジオパーク構想を核として農業と観光が融合した地域交流拠点整備事業 横展開タイプ 5,150

群馬県片品村 尾瀬の郷観光交流人口増加促進事業 横展開タイプ 3,750

群馬県みなかみ町 みなかみ発！ローカルベンチャー創出・育成・ステップアップ支援事業 横展開タイプ 8,125

埼玉県 鶴ヶ島ジャンクション周辺地域 先端産業等集積プロジェクト 横展開タイプ 45,080

埼玉県 「秩父の酒」を核とした宿泊観光客拡大プロジェクト 横展開タイプ 22,794



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

埼玉県 プロフェッショナル人材戦略拠点事業 横展開タイプ 43,219

埼玉県行田市 行田版DMOを核とした持続可能な地域形成プロジェクト 横展開タイプ 39,960

埼玉県飯能市 山間地域観光交流資源活用事業 横展開タイプ 1,000

埼玉県狭山市 学校跡地を活用した入曽地区地域交流拠点整備事業 横展開タイプ 2,647

埼玉県三郷市 みさとまるごとケフィプロジェクト～都市型ヘルスツーリズムの構築による地域の活性化～ 横展開タイプ 12,300

埼玉県毛呂山町 先端技術を地域社会に実装し事業創出に導く毛呂山版スマートシティモデル形成事業 横展開タイプ 11,775

埼玉県嵐山町 小さくても持続可能な稼げるらんざんDMO事業 横展開タイプ 34,256

埼玉県小川町 未来の力で課題解決プロジェクト～「もったいない」からの脱却～ 横展開タイプ 1,173

埼玉県小川町 小川町版ひとづくり×ＳＤＧｓプロジェクト 横展開タイプ 7,100

埼玉県川島町 すぐソコ！かわじま ふるさとビジネス 横展開タイプ 15,420

埼玉県小鹿野町 地域商社「株式会社おがの」地域経済活性化事業 横展開タイプ 5,000

千葉県 「起業・創業」及び「事業承継」を契機とした地域経済の活性化事業 横展開タイプ 8,000

千葉県 プロフェッショナル人材戦略拠点事業 横展開タイプ 20,625

千葉県千葉市 近未来技術等社会実装によるユニバーサル未来都市の実現 横展開タイプ 16,900

千葉県銚子市
地域の可能性を拓く実践型人材育成（おとな・学生インターンシップ）が支えるローカルサービス生
産性向上事業

先駆タイプ 1,975

千葉県船橋市 買い物弱者対策事業 横展開タイプ 1,000

千葉県館山市 関係人口を活用したリノベーションまちづくり事業 横展開タイプ 8,400

千葉県木更津市
電子地域通貨「アクアコイン」普及推進プロジェクト　～官民連携×地域一体による普及率向上へ
のチャレンジ～

横展開タイプ 3,792

千葉県木更津市 オーガニックシティきさらづ　交流・関係人口拡大による持続可能なまちづくり推進事業 横展開タイプ 12,000

千葉県勝浦市 かつうら観光ぷらっとフォーム事業 横展開タイプ 19,000

千葉県市原市 イノベーションで新時代を創生するスタートアップ都市いちはら事業 横展開タイプ 52,330

千葉県匝瑳市 匝瑳市版生涯活躍のまち形成事業 先駆タイプ 22,794

千葉県栄町 安食駅を中心とした外国人も暮らしやすい栄町づくり事業 横展開タイプ 3,050

千葉県栄町 コスプレを活用した地域経済活性化事業 横展開タイプ 5,035

千葉県栄町 「黒豆街道」づくりによる地域経済活性化事業 横展開タイプ 8,930

千葉県多古町 多古町「農あるまちづくり」プロジェクト 横展開タイプ 15,500

東京都大田区 IoT仲間まわしによる中小企業の生産性向上プロジェクト（第２次計画） 先駆タイプ 40,740

東京都荒川区 自然・歴史・文化を活用した都市相互発展推進計画 横展開タイプ 8,340

東京都日野市 人生100年時代のライフイノベーション推進事業 横展開タイプ 1,725

東京都西東京市 地域主体による駅前情報発信プロジェクト 横展開タイプ 6,437

神奈川県 ＳＤＧｓ社会的インパクト評価実証プロジェクト 横展開タイプ 57,381

神奈川県 イノベーション創出拠点整備 横展開タイプ 58,661

神奈川県 企業経営の未病改善の推進 横展開タイプ 11,907

神奈川県 宮ヶ瀬湖周辺地域活性化推進事業 横展開タイプ 2,044

神奈川県 「関係人口」の創出による移住・定住の促進 横展開タイプ 9,640

神奈川県
農福連携かながわモデルの構築による障がい者が生涯通じて活躍できるまちづくり（農福連携マッ
チング等支援事業）

横展開タイプ 2,067

神奈川県 プロフェッショナル人材戦略拠点の運営 横展開タイプ 16,086



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

神奈川県 神奈川の水産業の新たな展開と人材育成 横展開タイプ 9,462

神奈川県横浜市
「『自治体ＳＤＧｓモデル事業』推進事業」
～企業のイノベーション創出支援を中核とした大都市圏の地域課題解決を図る「ヨコハマＳＤＧｓデ
ザインセンター」の取組を通じた「横浜モデル」の構築～

横展開タイプ 66,500

神奈川県横浜市 横浜に暮らす外国人との共生・活躍促進を通じた地域活力向上プロジェクト 横展開タイプ 12,500

神奈川県横浜市
Y-PORTセンターの強化された機能をフルに活用したY-PORT事業の高度化・多角化による海外成
長市場への一層の展開

横展開タイプ 50,000

神奈川県川崎市 かわさきパラムーブメント～「バリア」を解消し、誰もが活躍できるまちづくり～ 先駆タイプ 8,250

神奈川県川崎市 国産木材の利用促進に向けた「官×民・消費地×林産地」連携推進事業 横展開タイプ 3,860

神奈川県川崎市 インバウンドを軸としたナイトタイムエコノミー推進事業 横展開タイプ 27,500

神奈川県川崎市 次世代につなぐ、ものづくりのまち川崎・町工場再生プロジェクト 横展開タイプ 17,194

神奈川県川崎市 川崎型地域中小企業支援人材育成による産業創出事業 横展開タイプ 6,704

神奈川県横須賀市 ICTを活用した観光周遊の基盤づくり促進による地域活性化推進事業 横展開タイプ 37,195

神奈川県平塚市 中心市街地活性化推進事業 横展開タイプ 5,353

神奈川県藤沢市 東京２０２０大会の気運を健康づくりにつなげる「ふじさわ夢チャレンジ」事業 横展開タイプ 2,248

神奈川県南足柄市 都市部の副（複）業人材を活用した林業６次産業化による循環型地域づくり事業 横展開タイプ 24,000

神奈川県二宮町 　第2期　安心して住み続けられる地域再生事業（一色小学校区地域再生協議会の新展開） 横展開タイプ 1,200

神奈川県二宮町 町民が造って学ぶ、子どもと大人が楽しめる一大拠点プロジェクト 横展開タイプ 1,132

神奈川県真鶴町 「スタートアップタウン・真鶴」移住定住推進事業 横展開タイプ 3,079

神奈川県真鶴町 真鶴町「石材と観光の力」創生計画 横展開タイプ 3,984

神奈川県湯河原町 ロケツーリズムによる関係人口創出プロジェクト 横展開タイプ 5,350

新潟県 「健康立県」にいがた推進事業 横展開タイプ 18,120

新潟県 地域公共交通活性化に向けた総合戦略プロジェクト 横展開タイプ 15,388

新潟県 多様なコンテンツを活用した地域ブランディング推進事業 横展開タイプ 91,941

新潟県 中核企業等成長促進事業 横展開タイプ 37,098

新潟県 新潟県建設産業の持続的発展に向けた総合支援事業 横展開タイプ 35,054

新潟県 新たな交通モードの創出による交流拡大プロジェクト 横展開タイプ 47,073

新潟県新潟市 スタートアップ企業の集積と食農分野のイノベーション促進事業 横展開タイプ 16,950

新潟県長岡市 ＮａＤｅＣ 構想（４大学１高専連携プラットフォーム）による産業創出と人材育成 横展開タイプ 73,317

新潟県長岡市 高度外国人材を活かした未来産業創出システムの構築 横展開タイプ 8,707

新潟県三条市 若者移住・定住による「下田地域」「まちなか」活力創出事業 横展開タイプ 10,200

新潟県三条市 保内地区造園業の持続可能性獲得事業 横展開タイプ 4,251

新潟県三条市 ものづくり産業の価格決定力深化・高度化事業 横展開タイプ 30,710

新潟県新発田市 若者移住定住促進事業～拡充版～ 横展開タイプ 1,561

新潟県新発田市 企業間連携促進（ＳＳＩＢＡ）事業 横展開タイプ 3,725

新潟県小千谷市
「まち・ひと・しごと、繋がり続ける小千谷未来パスポート」を核としたキャリア教育、Ｕ・Ｉターン推進事
業

横展開タイプ 13,750

新潟県加茂市 関係人口・交流人口の拡大による稼ぐ力アップ大作戦 横展開タイプ 2,100

新潟県十日町市 わか者・女性・子育て世代　ジモト回帰促進プロジェクト 横展開タイプ 6,200

新潟県十日町市 雪ふる里・十日町市の歴史・自然を生かした関係人口拡大による持続可能な地域づくり 横展開タイプ 32,750

新潟県見附市 住宅環境の整備を軸とした首都圏一極集中の抑制及び魅力ある地方都市像の形成促進事業 横展開タイプ 4,550



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

新潟県燕市 つばめ産学協創IoT等導入推進事業 横展開タイプ 14,212

新潟県燕市
地域住民のまちなかマネジメントによる空き店舗活用促進と全世代型まちなかプログラムによるま
ちなかにぎわい創出・居心地向上プロジェクト

横展開タイプ 4,345

新潟県燕市 若者による地域活力創出プロジェクト 横展開タイプ 1,959

新潟県糸魚川市 国石ヒスイを生かした定住促進プロジェクト 横展開タイプ 5,000

新潟県妙高市
「しごと＋観光」（ワーケーション）による新たな「ひとの流れ」の創出とビジネスマッチング・ワーク
シェアリングによる産業高度化・働き方改革推進事業

先駆タイプ 83,781

新潟県上越市 地域資源をいかした観光誘客事業～市民が主役の観光地域づくり～ 横展開タイプ 39,674

新潟県上越市 雪が育んだ100年産業・製造業基盤強化事業 横展開タイプ 27,948

新潟県佐渡市 佐渡戦略産品ブランド化プロジェクト 横展開タイプ 17,429

新潟県佐渡市 新たな観光資源開拓×佐渡版DMO　戦略的観光地域づくりプロジェクト 横展開タイプ 67,621

新潟県佐渡市 歴史と文化が薫り　自然と人が共生できる美しい島づくり 横展開タイプ 52,940

新潟県湯沢町 リゾートマンションを活用し移住定住をワンストップで促進するプロジェクト事業 横展開タイプ 5,228

富山県 プロフェッショナル人材確保事業 横展開タイプ 27,500

富山県富山市 ＳＤＧｓの実現に向けた、コンパクトシティ戦略による付加価値創造都市形成事業 横展開タイプ 51,087

富山県富山市 オープンイノベーションを見据えた関係人口・交流人口創出事業 横展開タイプ 80,972

富山県高岡市 関係人口から移住者を呼び込む、発信・体験プロジェクト 横展開タイプ 8,025

富山県高岡市 「令和」時代を追い風とした、文化の力で地域の稼ぐ力創出プロジェクト 横展開タイプ 18,342

富山県高岡市 まちなか賑わい創出プロジェクト 横展開タイプ 16,740

富山県魚津市 地域商社による魚津の食ブランディング事業 先駆タイプ 3,934

富山県氷見市 農業を核とした産学官連携による地域再生プロジェクト 横展開タイプ 5,151

富山県氷見市 まちなか活性化事業 横展開タイプ 22,049

富山県氷見市 氷見の物語を伝える農山漁村の地域資源を活用した滞在型観光推進事業 横展開タイプ 24,862

富山県氷見市 氷見のブランド再構築を通じた交流・関係人口拡大プロジェクト 横展開タイプ 14,867

富山県小矢部市 おやべで暮らそう！シティプロモーション事業 横展開タイプ 5,350

富山県南砺市 ＳＤＧｓ未来都市「一流の田舎」実現に向けた礎プロジェクト 横展開タイプ 70,000

富山県射水市 高齢者と観光客が融合するまち「射水」創造事業 横展開タイプ 35,970

富山県立山町 自治体ポイントを活用した商店街活性化事業 横展開タイプ 5,665

富山県立山町 「立山ブランド」ステップアップ事業 横展開タイプ 16,256

富山県立山町 新時代の立山グランドデザイン　－点と線、から面へ－ 横展開タイプ 20,125

富山県立山町 「働きたい」と「住みたい」が調和する町へ　～関係人口の増加を求めて～ 横展開タイプ 7,196

石川県 ターゲットに応じた効果的な情報発信及び相談事業等の展開による移住促進プロジェクト 横展開タイプ 67,140

石川県 石川県プロフェッショナル人材戦略拠点事業 横展開タイプ 39,091

石川県金沢市 産学官の創造力・文化力・知力を融合した第４次産業革命における新産業創出事業 横展開タイプ 74,030

石川県小松市 多文化共生の推進　～外国人住民の「働き・学び・暮らし」の総合サポート～ 横展開タイプ 8,500

石川県輪島市 輪島 もんZEN（禅）の官民連携による自立型地域形成事業 横展開タイプ 6,780

石川県珠洲市 能登半島の先端にレジリエントな「知」と「共創」のSDGｓプラットフォームづくり 横展開タイプ 15,000

石川県珠洲市 GIAHS×SDGｓ×Artで過疎地を持続可能化プロジェクト 横展開タイプ 11,000

石川県加賀市 加賀市版「生涯活躍のまち」推進事業 先駆タイプ 9,500



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

石川県羽咋市
地域商社「羽咋まちづくり株式会社」を核とした地域ビジネス創造・成長戦略『羽咋共創プログラム』
事業

先駆タイプ 1,122

石川県白山市 白山ブランドの活用による「地域の稼ぐ力」を引き出す観光地域づくり事業 横展開タイプ 4,732

石川県白山市 白山市ＳＤＧｓ未来都市計画推進事業 横展開タイプ 4,943

石川県能美市 持続可能な地域共生社会を目指す「ふるさとイノベーション」 横展開タイプ 4,993

石川県中能登町 繊維産業の未来を担う地域商社プラットホーム化事業 横展開タイプ 3,000

福井県 福井の地場産業活性化事業 横展開タイプ 54,220

福井県 民間活力を活用した受入環境整備・おもてなし力向上による交流人口拡大事業 横展開タイプ 88,711

福井県 スポーツによるまちづくり・誘客推進事業 横展開タイプ 28,886

福井県 研究開発プロフェッショナル人材設置事業 横展開タイプ 24,587

福井県福井市 ふくいブランドと越前海岸の魅力により稼ぐ農業・漁業実現プロジェクト 横展開タイプ 16,519

福井県福井市 関係人口の創出拡大と移住定住へのステップアップ事業 横展開タイプ 14,089

福井県福井市
「繊維王国ふくい」の復活を目指し「繊維」×「SDGs」×「観光」が織りなすテキスタイルイノベーショ
ンプロジェクト

横展開タイプ 10,039

福井県小浜市 食と自然が人をつなぐ「御食国若狭おばま」地域創生プロジェクト 横展開タイプ 5,950

福井県小浜市 「御食国若狭おばま」未来漁業推進プロジェクト 横展開タイプ 3,050

福井県勝山市 勝山しごと人「発掘・体験・採用」推進事業 横展開タイプ 5,991

福井県鯖江市 「めがねのまちさばえ」次世代産業支援事業 先駆タイプ 6,650

福井県鯖江市  女性活躍・SDGs推進による「世界のめがねの聖地ＳＡＢＡＥ」確立事業 横展開タイプ 4,435

福井県永平寺町 ここだからできる。禅文化と地域資源を活用した交流拡大プロジェクト 横展開タイプ 4,800

福井県美浜町 美浜町応援人口（関係人口）創出プロジェクト 横展開タイプ 5,261

山梨県 戦略的海外展開加速化事業 横展開タイプ 41,982

山梨県 新「やまなしブランド」確立推進事業 横展開タイプ 33,343

山梨県 「日本一健やかに子どもを育む山梨」移住促進強化事業 横展開タイプ 27,277

山梨県 やまなし産業イノベーション促進事業 横展開タイプ 83,108

山梨県 プロフェッショナル人材戦略拠点事業 横展開タイプ 17,613

山梨県甲府市 子どもの運動遊び推進事業 横展開タイプ 22,324

山梨県都留市 地域資源を活用した関係人口創出事業 横展開タイプ 21,288

山梨県大月市 大月市滞在価値創出事業 横展開タイプ 4,755

山梨県早川町 高品質ジビエを核とした活用による地域産業・交流創出プロジェクト 横展開タイプ 6,750

山梨県山中湖村 山中湖村版DMOを核とした地域ブランドづくり推進事業 横展開タイプ 11,591

山梨県丹波山村 丹波山村をはじめとする７つの小さな村の首都圏拠点事業 横展開タイプ 14,950

山梨県丹波山村
　サウナ×災害対策　地方自治体向け災害時連携コミュニティーシステムの確立と地域コミュニ
ティー活性化事業

横展開タイプ 9,100

山梨県丹波山村 森の資源循環を活用した村内事業者育成事業～仮設住宅を「RE:ハウス」して雇用創出～ 横展開タイプ 30,750

山梨県丹波山村 新しい雇用の創出、高齢者を活用したウエルネス・ラボ拠点化事業 横展開タイプ 4,000

山梨県丹波山村 地域資源を活用した「ファーム×マルシェ×グランピング」プロジェクト 横展開タイプ 25,600

山梨県丹波山村 村の中心地復活へ「丹波宿再生事業」 横展開タイプ 40,050

長野県 ICT等の先端技術とSDGsを活用したクリエイティブな産業創造事業 横展開タイプ 21,269

長野県 つながり人口の拡大と「プチ農業」の普及による信州創生人材創出事業 横展開タイプ 6,352



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

長野県 学生インターンシップ及び職業体験の強化による人材育成・定着事業 横展開タイプ 7,763

長野県 「働きたい」をかなえる柔軟な働き方普及促進事業 横展開タイプ 24,212

長野県 ベンチャー・エコシステムの構築に向けたスタートアップ支援事業 横展開タイプ 17,120

長野県 外国人の就業促進事業 横展開タイプ 4,747

長野県 Society5.0時代にふさわしいIT人材･IT産業集積を図る信州ITバレー構想推進事業 横展開タイプ 33,474

長野県 長野県プロフェッショナル人材戦略拠点 深化・高度化事業 横展開タイプ 46,854

長野県 パラウェーブNAGANOプロジェクト推進事業（障がい者スポーツの振興による共生社会づくり） 横展開タイプ 19,270

長野県 社会人を対象としたUIJターン促進事業 横展開タイプ 10,384

長野県長野市 ご縁で育む、ながの創造的まちづくり事業 横展開タイプ 30,000

長野県長野市 「カムバック to ながの」推進事業 横展開タイプ 26,998

長野県長野市 スタートアップ成長支援事業 横展開タイプ 13,600

長野県松本市 アルプスの恵みを食卓へ　信州まつもと農商工連携プロジェクト 横展開タイプ 13,515

長野県上田市 産官学金医連携による次世代イノベーション産業創出基盤整備事業 横展開タイプ 69,987

長野県上田市 事業承継・M＆A支援と連動したIoT等導入推進事業 横展開タイプ 3,845

長野県上田市 「信州上田ブランド」の確立と多様な働き方創出事業 横展開タイプ 12,857

長野県諏訪市 Let's　Go　「大人心くすぐる」使ってみたくなるブランドづくりプロジェクト 横展開タイプ 8,250

長野県須坂市 「まるごと博物館構想」を核とした「人」・「地域資源」で紡ぎだすまちの元気創出事業 横展開タイプ 64,800

長野県小諸市
日本版DMO「こもろ観光局」を核としてオール小諸で取り組む観光地域づくりプロジェクト
　～小諸ブランド「詩情あふれる高原の城下町」の創生～

先駆タイプ 142,750

長野県伊那市
地方創生アルカディア構想
　～結婚・出産・子育て世代をターゲットとしたアメニティ定住プロジェクト～

横展開タイプ 36,350

長野県伊那市 「環境共生型農業」と「都市・農村交流」による新たな中山間地域振興プロジェクト 横展開タイプ 9,400

長野県伊那市 地方と首都圏を結ぶプラットフォーム構築による人づくり事業 横展開タイプ 20,690

長野県伊那市
露地野菜でのスマート農業×精密機械工業の技術結集×農福連携による伊那市産業コラボプロ
ジェクト

横展開タイプ 18,750

長野県伊那市 伊那市５０年の森林（もり）ビジョン Ina Valley Forest College 横展開タイプ 6,710

長野県伊那市 製造業課題解決を図る地域ＩＴ人材育成・確保事業 横展開タイプ 12,049

長野県駒ヶ根市 駒ヶ根市版生涯活躍のまちを目指した「まちなか」活性化プロジェクト 横展開タイプ 9,412

長野県中野市 地域資源を活用した農商工観連携による「信州なかのEATプログラム」 横展開タイプ 6,900

長野県飯山市 飯山グッドビジネスによるしごと・ひと創出事業 横展開タイプ 2,500

長野県茅野市 JR茅野駅を基点に都市部と地方を人が行き交う環流促進事業 横展開タイプ 2,105

長野県茅野市 地域産品の販路拡大と地域ＰＲを組み合わせた地域商社プロデュース事業 横展開タイプ 2,000

長野県塩尻市 地場産業「集客×収益×就労」ＵＰプロジェクト 横展開タイプ 13,220

長野県塩尻市 自動運転社会実装によるテクノガーデンシティ創造事業 横展開タイプ 17,000

長野県佐久市 佐久市「しごと」の創生（創業支援・まるっとテレワーク推進）事業 横展開タイプ 2,950

長野県佐久市 佐久市シティプロモーション推進事業～シルクルスムサイクルによる「健やかなくらし佐久」～ 横展開タイプ 15,774

長野県東御市 「芸術むら公園」を拠点とした、地域と協働でつくる・芸術文化による賑わい創出事業計画 横展開タイプ 2,400

長野県東御市 湯の丸高原スポーツ交流施設特設プール機能強化事業 横展開タイプ 1,750

長野県東御市 ICTを活用した東御市ブランディング推進事業 横展開タイプ 4,100

長野県小海町
憩いのまちを核とした関係人口創出に寄与する社会課題解決型・地域都市間連携事業
～都市部企業等の来訪者と町民が集い共に作る新たな地方創生の形～

横展開タイプ 5,197



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

長野県南相木村 笑顔でつながる小さな村の『地域商社』を活かした移住定住促進事業 横展開タイプ 6,100

長野県立科町 小規模自治体の多様な働き方モデル創出事業 横展開タイプ 10,032

長野県青木村 稼げる地域ブランド「タチアカネ蕎麦」成長戦略 横展開タイプ 6,250

長野県長和町 長和町道の駅エリアを核とした地域農業・地域産業活性化事業 横展開タイプ 6,000

長野県箕輪町 みのわ丸ごと魅力発信関係人口創出拡大事業 横展開タイプ 6,654

長野県南箕輪村 南箕輪の「輪」拡大プロジェクト　～人・モノの好循環を目指して～ 横展開タイプ 4,722

長野県宮田村 自然と歴史の調和した宮田村ブランド創出プロジェクト 横展開タイプ 14,605

長野県宮田村 小さい村だからできる！健康長寿日本一をめざす生涯活躍の村プロジェクト 横展開タイプ 7,396

長野県松川町 リニア時代を見据えた国際化の推進とインバウンド誘客戦略の展開による地方創生 横展開タイプ 30,150

長野県木曽町 木曽町へルスツーリズム推進事業 横展開タイプ 11,350

長野県木曽町 義仲の里農山村体験交流事業 横展開タイプ 5,370

長野県朝日村 アグリ・ビジネスセンターの設置による「新たな農業の担い手」創出事業 先駆タイプ 4,420

長野県白馬村
『Hakuba Valley』世界に冠たる通年型マウンテンリゾートの実現に向けた、グランピング等によるア
クティビティ強化・魅力増強事業

先駆タイプ 62,000

長野県白馬村
世界級通年型マウンテンリゾート・白馬バレーの実現に向けた、ドローンを活用した次世代型山岳
観光創造事業

横展開タイプ 19,475

長野県坂城町 若者世代が支える持続可能な農と工のまちづくり事業 横展開タイプ 14,387

長野県信濃町 ＩｏＴ・ロボティクスの導入による中山間地域の農業生産性向上とローカルＩＣＴ産業の振興 横展開タイプ 3,440

長野県飯綱町 もっと自分らしく輝くi（アイ）ママ事業 横展開タイプ 11,402

長野県飯綱町 飯綱「いきがい創造」プロジェクト事業 横展開タイプ 27,500

岐阜県 異業種連携による技術革新プロジェクト 横展開タイプ 42,106

岐阜県 新たな林業の担い手確保推進プロジェクト 横展開タイプ 45,607

岐阜県 ＡＩ、ＩｏＴ活用の全面展開プロジェクト 横展開タイプ 52,559

岐阜県 飛騨牛日本一奪還プロジェクト 横展開タイプ 26,352

岐阜県 新たな人の流れと住み続けられる環境の創出 横展開タイプ 61,808

岐阜県 持続可能な岐阜ブランドの確立と国内販路・誘客強化プロジェクト 横展開タイプ 76,775

岐阜県 プロフェッショナル人材事業 横展開タイプ 72,484

岐阜県 全世代・全員活躍岐阜県の実現～「地域の潜在的な人材力の発揮」 横展開タイプ 100,000

岐阜県 若者の活躍～「ふるさと教育を通した若者のふるさと回帰」と「若者を惹きつける仕事づくり」 横展開タイプ 100,000

岐阜県岐阜市 「移・職・住」の充実による移住定住促進事業 横展開タイプ 26,203

岐阜県岐阜市 地域の安心と快適を運び、活気あふれる地域を支える新交通システム導入事業 横展開タイプ 25,656

岐阜県岐阜市 SDGs達成に向けた、多様な人々の地域への誇りと活躍を力に未来に進化する都市づくり 横展開タイプ 14,698

岐阜県岐阜市 SDGs達成に向けた、スポーツを通じて誰もが元気に健幸するまちづくり 横展開タイプ 3,741

岐阜県高山市 まちなかの伝統建築を舞台とした若者による地域活性化推進事業 横展開タイプ 5,500

岐阜県多治見市 目抜き通り再生、空き店舗対策強化プロジェクト 横展開タイプ 2,000

岐阜県多治見市
ネットワーク化（公共交通網の充実）と賑わい創出（地場産業「美濃焼」の文化を活用した地域愛醸
成事業及び文化普及事業）を通じたコンパクトシティ形成の促進

横展開タイプ 70,000

岐阜県多治見市
ネットワーク化（公共交通網の充実）と賑わい創出（人財活躍促進による就労支援事業）を通じたコ
ンパクトシティ形成の促進

横展開タイプ 70,000

岐阜県多治見市 アニメ作品等のロケ地誘致による賑わいの創出とコンパクトシティ形成の促進 横展開タイプ 6,500

岐阜県関市 健康事業と観光の一体化による元気なまちづくり 横展開タイプ 4,326



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

岐阜県中津川市 周遊・滞在・宿泊型観光推進事業 横展開タイプ 12,827

岐阜県中津川市 女性・若者雇用創出プロジェクト 横展開タイプ 19,219

岐阜県恵那市 世界ラリー選手権日本ラウンド、東京オリ・パラを契機としたスポーツクラスター形成事業 横展開タイプ 8,356

岐阜県恵那市 女性が生き生きと暮らせるまち推進事業 横展開タイプ 3,867

岐阜県恵那市 地域商社「ジバスクラム恵那」プロジェクト推進事業 横展開タイプ 10,000

岐阜県美濃加茂市 インバウンド推進による外国人材との共生と共創のまちづくり事業 横展開タイプ 9,350

岐阜県美濃加茂市 グローバルな人材の育成を目指して「多文化共生推進事業」 横展開タイプ 28,765

岐阜県美濃加茂市 シビックプライドの醸成による定住促進事業 横展開タイプ 5,000

岐阜県各務原市 「関わり・つながり」による各務原市創生事業 横展開タイプ 10,437

岐阜県山県市 山県市超ローカルイノベーション計画 横展開タイプ 12,000

岐阜県山県市 水栓バルブ発祥の地・山県の水栓バルブ製造業市場開拓支援事業 横展開タイプ 28,000

岐阜県山県市 「ほどよい田舎」田園・山県暮らしの魅力発信事業　― 山県で働き・山県で暮らす ― 横展開タイプ 12,000

岐阜県瑞穂市 圏域応援ステーション　JR穂積駅圏域拠点化構想推進事業 先駆タイプ 9,650

岐阜県飛騨市 地域の”宝物”を活用したみんなの観光・まちづくり推進事業 横展開タイプ 13,891

岐阜県郡上市 郡上の未来をつくる人材育成プロジェクト 横展開タイプ 16,439

岐阜県池田町 町民と役場をつなぐ「まちづくり工房」プロジェクト 先駆タイプ 4,108

岐阜県白川町 ドローンを活用した若者定住促進プロジェクト 横展開タイプ 3,250

岐阜県御嵩町 「みたけ人」の人材育成を核とした御嵩の魅力情報発信促進事業 横展開タイプ 4,984

静岡県 マリンオープンイノベーションによる人づくり・富づくり推進事業 先駆タイプ 203,605

静岡県 静岡発ベンチャー発掘・育成事業 横展開タイプ 2,200

静岡県 外国人県民等活躍推進事業 横展開タイプ 27,216

静岡県 健康食イノベーション推進事業 横展開タイプ 86,775

静岡県 「バーチャル・シズオカ」モデル事業　　　～３次元点群データの活用～ 横展開タイプ 82,500

静岡県 ICTを活用した観光情報活用革新事業 横展開タイプ 37,000

静岡県 民間協働による健康課題解決プロジェクト推進事業 横展開タイプ 15,076

静岡県 ChaOIプロジェクト推進事業 横展開タイプ 86,744

静岡県 ふじのくに関係人口創出・拡大事業 横展開タイプ 18,437

静岡県 プロフェッショナル人材戦略拠点事業 横展開タイプ 64,340

静岡県静岡市 ＮＥＸＴライフワークプロジェクト「企業OB等の活用による中小企業支援」 横展開タイプ 6,272

静岡県静岡市 「地域経済牽引事業」支援のための地方創生首都圏プロモーション拠点の開設 横展開タイプ 2,858

静岡県静岡市 静岡市ナイトツーリズム推進事業 横展開タイプ 11,400

静岡県静岡市
「海外から茶で稼ぐ」お茶のまち静岡市推進事業（海外輸出力強化事業・お茶ツーリズム推進事
業）

横展開タイプ 8,383

静岡県浜松市 次代を見据えた産業イノベーションと人材育成プロジェクト 横展開タイプ 25,450

静岡県浜松市 SDGsで目指す多文化共生都市推進事業 横展開タイプ 51,227

静岡県浜松市 都市のスマート化実現プロジェクト 横展開タイプ 35,135

静岡県浜松市 魅力向上・発信力強化による交流人口拡大及び関係人口増加プロジェクト 横展開タイプ 27,994

静岡県浜松市
ビーチ・マリンスポーツ及び東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を通じた市民のスポーツ
の普及啓発及び観光交流人口の拡大プロジェクト

横展開タイプ 25,804



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

静岡県沼津市 公民連携の強化によるリノベーションまちづくりの発展的事業 横展開タイプ 13,404

静岡県沼津市 都市と自然が共生したコンパクト・プラス・ネットワークまちづくり推進事業 横展開タイプ 10,100

静岡県沼津市 令和時代の「商都沼津」構築に向けた商業リブランディング推進事業 横展開タイプ 4,780

静岡県沼津市
「フェンシングのまち沼津」推進を契機とした観光・地域産業活性化によるスポーツツーリズム推進
事業

横展開タイプ 3,250

静岡県熱海市 熱海型別荘コンシェルジュ事業 先駆タイプ 1,550

静岡県富士宮市 リピート型交流資源の磨き上げによる富士宮ｌｉｆｅ実現事業 横展開タイプ 11,708

静岡県伊東市 ずっと住みたい また来たい いとう創生事業 横展開タイプ 21,150

静岡県富士市 富士市版働き方改革～市民総活躍社会の実現を図るユニバーサル就労推進事業～ 横展開タイプ 18,561

静岡県富士市 富士市企業の未来創造プラットフォームプロジェクト 横展開タイプ 19,394

静岡県富士市 女性のシェア力向上・富士このみスタイル実現計画 横展開タイプ 5,000

静岡県富士市 富士のほうじ茶ブランド化推進事業 横展開タイプ 6,000

静岡県富士市 若者のまちづくり自分ゴト化事業　富士青春市民オフラインミーティング 横展開タイプ 1,250

静岡県焼津市
スマイルライフやいづプロジェクト（新元気世代推進事業）～人生100年時代の活力ある暮らし創造
事業～

横展開タイプ 2,239

静岡県焼津市 「デジタルデータを地域の力に！」（観光・産業分野へのデジタルマーケティング活用事業） 横展開タイプ 20,576

静岡県焼津市 やいづ魅力創出プロジェクト 横展開タイプ 5,900

静岡県藤枝市 藤枝版コンパクト＋ネットワーク型ＣＣＲＣ　高齢者が活躍するまちづくり 横展開タイプ 16,900

静岡県藤枝市 「大学を中心に、人と産業を育てつなぐ」若者定着推進計画 横展開タイプ 26,400

静岡県袋井市 「支えあい」誰もが元気で活躍できるまちづくりへの挑戦 横展開タイプ 58,000

静岡県菊川市 賑わいと活力を生み出す都市づくり～菊川市庁舎東館を核とした賑わいの好循環創出～ 横展開タイプ 11,924

静岡県牧之原市 持続可能な観光経済圏の形成による活力あるまちづくり、人づくり、仕事づくり 横展開タイプ 11,075

静岡県南伊豆町 南伊豆町生涯活躍のまち（南伊豆のまち・ひと・しごとづくり大学） 先駆タイプ 5,910

静岡県西伊豆町 田舎と都会を繋ぐハイブリッド直売所に集まる西伊豆の魅力（ひと・もの・こと)発信プロジェクト 横展開タイプ 25,985

愛知県 「スタートアップ・新連携」と「近未来技術」によるあいち産業力強化戦略 横展開タイプ 29,026

愛知県 愛知産農林水産物の需要フロンティア拡大事業 横展開タイプ 10,569

愛知県 観光による地域の「稼ぐ力」増進事業 横展開タイプ 34,466

愛知県 ダイバーシティによる人材確保プロジェクト 横展開タイプ 42,491

愛知県 あいち「新しいひとの流れ」促進プロジェクト 横展開タイプ 86,318

愛知県 「愛知目標」達成に向け先導した「あいち方式」の発展・確立プロジェクト 横展開タイプ 26,139

愛知県 再生可能エネルギー及び新技術を活用した新産業創出戦略 横展開タイプ 16,281

愛知県 地域の魅力創造・発信による地域活力向上プロジェクト 横展開タイプ 56,019

愛知県 中長期を見据えたあいち人材確保・育成戦略 横展開タイプ 36,311

愛知県 多様な主体の連携による農産物等の需要拡大及び農山漁村の魅力向上事業 横展開タイプ 14,358

愛知県名古屋市 働きやすい企業の創出によるナゴヤの活性化プロジェクト 横展開タイプ 31,950

愛知県名古屋市 イノベーション都市ナゴヤの実現に向けた「なごやみらい企業・女性スタートアップ創出プロジェクト」 横展開タイプ 24,980

愛知県名古屋市 なごや中小企業イノベーション経営支援事業 横展開タイプ 16,353

愛知県名古屋市
賑わいの復活によるまちづくりと未来につなげるひとづくり
～SDGs未来都市なごやの実現に向けて～

横展開タイプ 16,900

愛知県豊橋市 近未来技術等を活用した「ＡＩケアシティ」形成事業 横展開タイプ 1,887



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

愛知県岡崎市 市街地隣接林業地の地理的優位性を活かした林業六次産業化の推進 横展開タイプ 9,500

愛知県岡崎市 岡崎おうはん地鶏ブランド化推進事業 横展開タイプ 6,050

愛知県岡崎市 乙川リバーフロントエリアにおけるMICE推進 横展開タイプ 8,800

愛知県半田市 半田運河を核とした「ファンだ市民」倍増プロジェクト 横展開タイプ 28,664

愛知県豊川市 ｅ－じゃん、とよかわ！デジタルマーケティングによる魅力・来訪者増加プロジェクト 横展開タイプ 13,977

愛知県豊田市 様々な生活シーンに対応し、社会インフラと協調する、先進モビリティ活用事業 横展開タイプ 5,000

愛知県豊田市 足助地域核エリア再生事業 横展開タイプ 7,425

愛知県安城市 ものづくり産業の高度化及び産業の多様化推進事業 横展開タイプ 36,867

愛知県蒲郡市 コワーキングスペースを核とした産業の多様化推進事業 横展開タイプ 8,475

愛知県蒲郡市 官民協働による蒲郡シティセールスプロジェクト 横展開タイプ 2,000

愛知県犬山市 観光を産業の柱へ！！みんなが潤うまちづくり事業 横展開タイプ 7,616

愛知県犬山市 犬山市協働プラザを拠点にした人材育成で地域の資源の活用、課題解決事業 横展開タイプ 8,234

愛知県東海市 東海市の地域資源を生かした観光で稼ぐ力増進事業 横展開タイプ 6,813

愛知県知立市 MACHIKADO歴史と文化の情報発信事業 横展開タイプ 3,729

愛知県豊明市 マチぐるみで雇用定着を支援するコミュニティ・リクルーティング・プロジェクト 横展開タイプ 825

愛知県豊明市 花で起こす！豊明ローカルイノベーションプロジェクト 横展開タイプ 1,745

愛知県田原市 渥美半島の波に乗る「たはら暮らし」創生プロジェクト 横展開タイプ 16,252

愛知県田原市 日本一の農業産地のインパクトを生かした次世代へつなぐ農業振興事業 横展開タイプ 5,565

愛知県清須市 中小事業者の稼ぐ力創生と稼ぐ力を高めるための観光・産業活性化プロジェクト 横展開タイプ 10,785

愛知県蟹江町 地域振興の発展に向けた観光・産業人材育成プロジェクト 横展開タイプ 13,880

愛知県阿久比町 阿久比の未来を担う子育てと農業による持続可能なまちづくり事業 横展開タイプ 1,680

愛知県東浦町 知多と三河の結節点から発信する　「住みたい・住み続けたい」まち創出プロジェクト 横展開タイプ 4,097

愛知県南知多町 空き家利活用を核とした移住定住促進プロジェクト 横展開タイプ 8,400

三重県 県外の若者と地域の「思い」をつなぐきっかけづくり事業 横展開タイプ 25,002

三重県 新たな未来を切り拓くみえスマート農林水産業の推進 横展開タイプ 4,655

三重県 三重ファン倍増に向けた戦略的観光マーケティング事業 横展開タイプ 34,965

三重県 地域魅力発見・課題解決等による人づくりを通じた地域活性化事業 横展開タイプ 9,403

三重県 三重から始めるダイバーシティ社会推進プロジェクト事業 横展開タイプ 11,194

三重県 みえの農林水産物ステージアップ事業 横展開タイプ 6,148

三重県 サスティナブル水産業システム構築事業 横展開タイプ 5,139

三重県 空の移動革命促進事業 横展開タイプ 7,198

三重県 AI・SNS技術と地域資源を活用したフェーズフリーな地域活性化プロジェクト 横展開タイプ 11,298

三重県 プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業 横展開タイプ 5,466

三重県松阪市 南三重地域若者地元定着推進事業 横展開タイプ 1,750

三重県桑名市 住吉地区および七里の渡し周辺のまちづくり推進事業 横展開タイプ 10,000

三重県名張市
市民総活躍によるなばり元気継続プロジェクト～人材を磨き、地域資源を生かし、もの・仕事をつく
り、名張の元気を継続する～

横展開タイプ 15,128

三重県名張市 赤目四十八滝 『忍者・自然・精神』ニューツーリズム創造事業 横展開タイプ 2,500



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

三重県名張市 多文化地域共生社会実現事業 横展開タイプ 3,494

三重県名張市 協働循環型社会を目指す東奈良名張「竹灯り」ＳＤＧsプロジェクト 横展開タイプ 3,000

三重県鳥羽市 スポーツと文化芸術振興・健康増進と健康寿命延伸事業による鳥羽中央公園一帯の賑わいづくり 横展開タイプ 16,566

三重県鳥羽市 とばびと生涯活躍マネジメント　～依存から共生へ～ 横展開タイプ 6,440

三重県熊野市 農林水産業における新たな収益確保及び担い手対策推進事業 横展開タイプ 19,185

三重県いなべ市 グリーンクリエイティブいなべの推進によるＩＮＡＢＥづくり 横展開タイプ 7,550

三重県いなべ市 健康未来都市いなべ推進事業 横展開タイプ 32,080

三重県伊賀市 伊賀市若者会議を核としたＩＧＡＢＩＴＯ育成プラットフォーム形成事業 横展開タイプ 28,351

三重県伊賀市 忍者を入り口・切り口とした選ばれる「忍者市」への再生 横展開タイプ 28,663

三重県多気町 「五桂池ふるさと村」を核とした“食のまち多気”創生事業 横展開タイプ 9,000

三重県多気町
多気町の豊かな自然を活かした仕事・暮らしの創生事業（バイオマス産業振興と移住・定住の促
進）

横展開タイプ 1,150

三重県明和町 めいわのチカラ　地域資源を活用した産業・観光トータルプロジェクト 横展開タイプ 16,000

三重県大台町 空き家等を活用した関係人口増加プロジェクト 横展開タイプ 2,345

三重県玉城町 玉城ファンづくりに向けた関係人口の創出・活用事業 横展開タイプ 11,500

三重県玉城町 玉城町農産物の6次産業化推進及び地域商社設立事業 横展開タイプ 10,000

三重県玉城町
ふらっと寄れる・集まれる。みんなで取り組む・学べる「町のよろず相談コミュニティ」事業
　～町と地域住民のHUB！　就労・社会参加促進＆得意の交換（学ぶ・教える）で年齢、属性に関
わらず活躍し続けられるコミュニティを構築～

横展開タイプ 10,000

滋賀県 外国人材受入プロジェクト 横展開タイプ 24,358

滋賀県
新たな需要を取り込む研究開発型ものづくりベンチャーの起業と第二創業支援プロジェクト　～滋
賀をフィールドに　実証実験による新たなビジネスモデルの構築～

横展開タイプ 60,988

滋賀県 しがの農畜水産物マーケティング推進プロジェクト 横展開タイプ 34,700

滋賀県 滋賀の稼ぐ地場産業等成長戦略プロジェクト 横展開タイプ 23,691

滋賀県 プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業 横展開タイプ 31,291

滋賀県甲賀市 オール甲賀によるまちづくり拠点形成事業 横展開タイプ 15,172

滋賀県甲賀市 信楽焼とローカルフードを軸とした新産業特区事業 横展開タイプ 48,182

滋賀県甲賀市 アクティブ・シニアの力を活かしたキャリア人材育成 横展開タイプ 39,708

滋賀県高島市 高島を全国・世界に売りだすプロジェクト 横展開タイプ 13,254

滋賀県高島市 高島版・新たな住民自治推進事業 横展開タイプ 10,245

滋賀県愛荘町 愛荘町ウォーカブルタウン創造事業 横展開タイプ 16,877

滋賀県多賀町 多賀町産木材の活用を中心とした地域活性化事業 横展開タイプ 15,000

京都府 「和食の聖地」ブランディングによる和食文化産業化推進事業 横展開タイプ 42,550

京都府 中小企業事業強化・継続支援事業 横展開タイプ 32,500

京都府京都市 大学・学生のまちの持続性向上と学生や若者の市内就労・定着促進事業 横展開タイプ 52,500

京都府京都市 留学生誘致からはじまるグローバル人材育成と多文化共生のまち・京都創造事業 横展開タイプ 42,000

京都府京都市 京都経済センターの開設を好機とした産学公連携による京都ものづくり産業活性化事業 横展開タイプ 56,750

京都府京都市
祇園祭創始から1150年～温故知新・京都文化コンテンツ創生による文化を基軸としたまちづくり・経
済活性化事業

横展開タイプ 40,000

京都府福知山市 小さな拠点を核とした市民協働による地域活性まちづくりプロジェクト 横展開タイプ 4,994

京都府舞鶴市 「心が通う便利な田舎暮らし」実現のための「舞鶴版Society5.0 for SDGｓ」推進事業 横展開タイプ 66,616

京都府宇治市 広がる、生まれる、進化する　”産業交流都市・UJI” 横展開タイプ 30,906



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

京都府城陽市 減塩を核とした健康で質の高い生活を志向するまちづくり 先駆タイプ 8,725

京都府城陽市 職・住近接と学の充実によるまちの魅力アップ事業 横展開タイプ 7,650

京都府京田辺市 京田辺まるごと見える化プロモーション事業 横展開タイプ 1,688

京都府京丹後市 地域商社による新たな流通体制の構築を核とした地域創生プロジェクト 横展開タイプ 13,158

京都府京丹後市 テレワーク・ワーケーションの推進による未来都市創造プロジェクト 横展開タイプ 5,257

京都府南丹市 まちの魅力発信・ブランド確立による移住促進拡大事業 横展開タイプ 11,285

京都府久御山町 全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」構想プロジェクト事業 横展開タイプ 29,901

京都府和束町 茶源郷わくわく農業体験と農村生活満喫事業～週末移住に向けた賑わい創出～ 横展開タイプ 4,989

京都府南山城村 小さな拠点から始まる交流人口・関係人口の拡大による持続可能な暮しづくり事業 横展開タイプ 18,800

大阪府 若者・大阪企業未来応援事業 横展開タイプ 18,716

大阪府 大阪府中核人材雇用戦略デスク事業 横展開タイプ 43,691

大阪府大阪市 地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援 横展開タイプ 9,000

大阪府堺市 自動運転モビリティ導入による泉北ニュータウンの新しい交通システムの構築 横展開タイプ 3,500

大阪府岸和田市 ビジネスサポートセンター創設による岸和田イノベーション促進事業 横展開タイプ 31,518

大阪府豊中市
働き方改革実現のための就労困難者と地域企業をつなぐ、地域の人材雇用促進・企業活性化ス
テップアップ事業

横展開タイプ 5,772

大阪府高槻市 MaaS及び関係人口創出による発展的観光推進事業 横展開タイプ 15,000

大阪府八尾市
中核支援人材発掘育成事業「ヤオツナガルプロジェクト」〜ローカルイノベーションエコシステム構
築プロジェクト〜

横展開タイプ 1,000

大阪府泉佐野市 エリアマネジメント活動推進事業 横展開タイプ 36,146

大阪府泉佐野市 外国人受入環境整備事業 横展開タイプ 13,741

大阪府大東市 職住楽超近接のまちづくり　（エリアマネジメントを通じたまちの再生と賑わいづくり　フェーズ２） 横展開タイプ 28,990

大阪府門真市 門真の女性活躍推進事業 横展開タイプ 2,727

大阪府高石市 高石市リノベーションまちづくり推進事業 横展開タイプ 59,300

大阪府泉南市 子どもやおとなが夢や希望を語り心身ともに豊かに育つ地域共生のまちづくり推進事業 横展開タイプ 10,831

大阪府泉南市 国際的スポーツエリア「SENNAN　CAMP」創造事業 横展開タイプ 14,085

大阪府能勢町 能勢町高度産業化推進プロジェクト 横展開タイプ 11,000

関西広域連合 関西プラスチック対策プロジェクト 横展開タイプ 5,487

兵庫県 御食国ひょうごの創造プロジェクト～新たな価値創造・海外市場の開拓～ 先駆タイプ 84,880

兵庫県 関係人口の活用による元気創出プロジェクト 横展開タイプ 73,889

兵庫県 地域連携による「新たな人の流れ」創出プロジェクト 横展開タイプ 44,972

兵庫県 ものづくり高付加価値化プロジェクト 横展開タイプ 96,978

兵庫県 食の宝庫「御食国ひょうご」からの農イノベーションプロジェクト 横展開タイプ 51,583

兵庫県 地域の活力再生支援プロジェクト 横展開タイプ 100,000

兵庫県 ひょうご専門人材相談センター事業（第２期） 横展開タイプ 20,365

兵庫県 ベイエリアにおける国際大交流プロジェクト 横展開タイプ 61,644

兵庫県 ファッション等若者・女性集積プロジェクト 横展開タイプ 78,993

兵庫県神戸市 新たな交通政策の検討・実施 横展開タイプ 23,250

兵庫県神戸市 都市型創造産業及びクリエイティブ活動の集積と新たな価値の創造による六甲山の活性化 横展開タイプ 39,500



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

兵庫県神戸市 高度外国人材等活用促進事業 横展開タイプ 18,640

兵庫県神戸市 里山地域における「しごとつくる」プロジェクト 横展開タイプ 14,600

兵庫県神戸市 健康・医療分野におけるベンチャーエコシステム構築事業 横展開タイプ 18,500

兵庫県神戸市 食都神戸の推進（食文化の創造による都市ブランドの再構築） 横展開タイプ 20,000

兵庫県神戸市 ゴールデンスポーツイヤーズを活用した神戸へのインバウンド誘客促進 横展開タイプ 20,250

兵庫県姫路市 こころとからだと農業を元気にする「ハーブの里山プロジェクト」 横展開タイプ 11,526

兵庫県姫路市 スマート市民農園×STEM教育による地域に根付くアグリテックの担い手育成事業 横展開タイプ 21,500

兵庫県尼崎市 まちのことを想い、活動する人を応援「SDGs地域ポイント制度推進事業」 横展開タイプ 5,022

兵庫県明石市 豊かな海づくりによる明石産品の消費圏拡大 横展開タイプ 6,841

兵庫県西宮市 地域スポーツ資源を生かしたビジネスの振興 先駆タイプ 3,000

兵庫県豊岡市 「多様性を受け入れ、支え合うリベラルなまちづくり」事業 横展開タイプ 13,518

兵庫県豊岡市 深さをもった演劇のまちづくり事業 横展開タイプ 53,207

兵庫県豊岡市 豊岡の基盤産業の強化と人材の育成・確保事業 横展開タイプ 47,837

兵庫県赤穂市
観光マーケティング戦略に基づく、交流人口の拡大と稼ぐ力の向上による、地域経済活性化プロ
ジェクト

横展開タイプ 21,500

兵庫県西脇市
西脇ファッション都市構想深化事業～ファッション・クラスターによるイノベーション創出プロジェクト
～

横展開タイプ 11,345

兵庫県宝塚市 まちに新たなときめきを！ときめく宝塚創出事業　～起業家支援と産業振興プロジェクト～ 横展開タイプ 3,193

兵庫県宝塚市 文化芸術を中心としたまちのにぎわい・活力創出事業　～選ばれるまちを目指して～ 横展開タイプ 5,851

兵庫県川西市 『まちのにぎわい、人の輝き』かわにし版・地域産業活性化事業 横展開タイプ 6,781

兵庫県川西市 官民連携によるニュータウンの新たな魅力・活性化創造事業 横展開タイプ 14,292

兵庫県養父市 養父市訪問かいこ事業～養蚕イノベーションプロジェクト～ 横展開タイプ 1,000

兵庫県南あわじ市 南あわじ市の歴史文化遺産を体感するヘリテージツーリズム事業 横展開タイプ 11,000

兵庫県南あわじ市 ふるさと教育による南あわじ市「学ぶ楽しさ日本一」プロジェクト 横展開タイプ 14,519

兵庫県朝来市 播但貫く、銀の馬車道　鉱石の道活用推進事業 横展開タイプ 7,687

兵庫県宍粟市 地域資源を活用した「木育」によるまちづくり推進事業 横展開タイプ 788

兵庫県たつの市 官民協働による「たつのツーリズム」構築事業　～人・歴史・地場産業が醸す地域活性化～ 横展開タイプ 8,251

兵庫県多可町 選べるまち・選ばれるまち　多可町をめざす　ふるさとの誇り発信事業 横展開タイプ 23,533

兵庫県香美町 「WONDER　KAMI」香美町移住定住対策事業 横展開タイプ 800

奈良県 地域と連携・協働で実現する奥大和地域の振興 横展開タイプ 100,000

奈良県 魅力ある農業・林業の地域ブランドの確立による地域の交流・商流の活性化 横展開タイプ 22,537

奈良県 大きな国際イベントを見据えた宿泊増加促進事業 横展開タイプ 46,318

奈良県 奈良の経済好循環加速化プロジェクト 横展開タイプ 52,633

奈良県 新たな労働力の確保と働きやすい職場づくり 横展開タイプ 41,522

奈良県 「奈良にうまいものなし」を「奈良にうまいもの『あり』」へ。世界に認められる奈良の豊かな食の振興 横展開タイプ 47,625

奈良県 海外に向けた漢方の消費拡大および薬用作物の高収益化プロジェクト 横展開タイプ 13,932

奈良県 新たな森林環境管理制度の導入と拠点整備 横展開タイプ 16,288

奈良県 プロフェッショナル人材戦略拠点体制拡充事業 横展開タイプ 11,754

奈良県奈良市 奈良市ベンチャーエコシステム推進事業 横展開タイプ 5,350



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

奈良県大和郡山市 地域産いちじくを使用したワイン製造販売事業 横展開タイプ 1,500

奈良県大和郡山市 大和郡山リノベーションまちづくり事業 横展開タイプ 6,000

奈良県桜井市 「国のはじまりの地」賑わい創出事業 横展開タイプ 12,250

奈良県五條市 地域商社産業創出事業 横展開タイプ 3,500

奈良県生駒市 多様な暮らし方の推進とこれを活用した都市イメージ向上による転入・定住促進事業 横展開タイプ 9,524

奈良県三郷町 食と農×観光ブランディング事業 横展開タイプ 2,600

奈良県三郷町 ICTで加速する全世代・全員活躍のまちSANGOの実現 横展開タイプ 8,150

奈良県三宅町 多世代が繋がるひとりひとりの居場所創出事業 横展開タイプ 22,895

奈良県三宅町 みやけまちいく（育）パートナーシップ事業 横展開タイプ 7,755

奈良県田原本町 地域の歴史文化資源を活用したインバウンド推進事業 横展開タイプ 1,120

奈良県田原本町 地域価値を高める支援を行う持続可能な組織設立プロジェクト 横展開タイプ 15,865

奈良県曽爾村 観光を基軸とした関係人口の創出・拡大による新しい人の流れ創出事業 横展開タイプ 17,700

奈良県高取町 ちょうどいい町「たかとり」の地域コミュニティの形成による地域課題解決事業 横展開タイプ 5,556

奈良県明日香村 マラソン大会による地域活性化プロジェクト 横展開タイプ 3,690

奈良県下北山村 森と生きるヒトづくり　～森林をはじめとした地域資源を活かした移住促進と人材育成～ 横展開タイプ 2,650

和歌山県 若者よ！和歌山で働こうプロジェクト 横展開タイプ 47,882

和歌山県 「わかやまジビエ」の需要拡大推進 横展開タイプ 13,960

和歌山県 わかやま地域の賑わい総合対策プロジェクト 横展開タイプ 75,275

和歌山県 プロフェッショナル人材戦略拠点事業 横展開タイプ 32,803

和歌山県和歌山市 加太・和歌の浦の活性化による移住促進プロジェクト 先駆タイプ 50,216

和歌山県和歌山市 新技術の活用と海外展開の支援による産業振興 横展開タイプ 37,094

和歌山県橋本市 官民連携による地域人材育成と地域ブランド力強化推進事業 横展開タイプ 24,077

和歌山県有田市 「坂の上の家」から繋がる「人の輪」創出事業 横展開タイプ 3,383

和歌山県御坊市 GO!GOBOプロジェクト～キャンピングカーの聖地を目指して～ 横展開タイプ 1,000

和歌山県田辺市 まちにコミットするローカルイノベーター創出事業 横展開タイプ 19,666

和歌山県田辺市 地域資源を活用した街なかの賑わい創出事業 横展開タイプ 1,750

和歌山県新宮市 わくわくするまち“新宮” 横展開タイプ 5,000

和歌山県紀の川市 「住いも甘いも紀の川市」移住・定住・交流促進プロジェクト 横展開タイプ 10,108

和歌山県岩出市 いわでもよいよい推進事業ローカルブランディング計画 横展開タイプ 3,150

和歌山県紀美野町 紀美野へおいでよ！！　ふるさと紀美野地域産業強靭化事業 横展開タイプ 3,300

和歌山県有田川町 アニメの世界とボクらの未来プロジェクト 横展開タイプ 7,500

和歌山県みなべ町 オリンピック新種目スポーツクライミングを核としたスポーツツーリズム推進事業 横展開タイプ 2,947

和歌山県上富田町
くちくまのウエルネスタウン構想　　～上富田を訪れた方も地元住民もみんなが心身ともに健康にな
るために～

横展開タイプ 2,115

鳥取県 地域課題を解決する起業・創業チャレンジプロジェクト 先駆タイプ 17,863

鳥取県 北東アジア経済・観光交流拠点化推進プロジェクト 先駆タイプ 40,483

鳥取県
鳥取県におけるADAS・EV関連産業の集積（「グローバルバリューチェーンの構築」と「人材供給体
制の構築」）

先駆タイプ 7,154

鳥取県 梨王国躍進！ 新品種の生産拡大と産地継承でがっちり 横展開タイプ 50,251



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

鳥取県 安心・安全な多文化共生社会の実現 横展開タイプ 2,438

鳥取県 空の駅・ツインポート加速化プロジェクト 横展開タイプ 11,127

鳥取県 近未来技術を活用したひと・まち・しごと創生プロジェクト 横展開タイプ 100,000

鳥取県 鳥取県ＳＤＧｓ推進事業 横展開タイプ 26,874

鳥取県 プロフェッショナル人材戦略拠点事業 横展開タイプ 36,889

鳥取県鳥取市 「山陰海岸ジオパーク」の魅力向上・発信による地域活性化プロジェクト 横展開タイプ 15,281

鳥取県鳥取市 「麒麟のまち」産品のブランド化・販路拡大による産業振興プロジェクト 横展開タイプ 22,041

鳥取県鳥取市 スマート農業技術を活用した新たな販路開拓や商品開発事業 横展開タイプ 33,890

鳥取県鳥取市 中心拠点と公共交通ネットワークの再構築による多極ネットワーク型コンパクトシティ推進事業 横展開タイプ 2,119

鳥取県智頭町 ちづみちエリアリノベーション事業（図書館を中心にした賑わい創出） 横展開タイプ 4,000

鳥取県智頭町 みんながみんなを支える持続可能な交通システム構築事業 横展開タイプ 4,157

鳥取県湯梨浜町
発祥地グラウンド・ゴルフと公認コース第1号ウオーキングによる我が町オンリーワンが輝くための
「聖地化」、インバウンド促進事業

先駆タイプ 3,390

鳥取県湯梨浜町 ゆりはまフェローを核とした関係人口推進による生涯活躍のまちづくり事業 横展開タイプ 12,215

鳥取県琴浦町 コトウラ観光産業化プロジェクト 横展開タイプ 5,850

鳥取県琴浦町 スマート農業を活用した新規就農者確保と規模拡大による地域活性化対策事業 横展開タイプ 8,500

鳥取県大山町 地域資源を活かしたにぎわい創出事業 先駆タイプ 10,000

鳥取県大山町 みんなが楽しいまちプロジェクト 横展開タイプ 7,150

鳥取県大山町 大山町ひと・くらし・しごと創生実施プロジェクト 横展開タイプ 38,150

鳥取県江府町 持続可能な「3000人の楽しい町」プロジェクト 横展開タイプ 28,466

島根県 食品産業による地域経済循環最大化プロジェクト　～元気な中山間地の創生～ 横展開タイプ 43,055

島根県 「攻め」への転換！世界が訪れたくなる島根をめざして 横展開タイプ 98,397

島根県 ものづくり・IT産業競争力強化プロジェクト 横展開タイプ 100,000

島根県 地域の農林水産業をけん引する「中核的担い手」育成プロジェクト 横展開タイプ 100,000

島根県 島根の特徴を生かした魅力ある産地づくり 横展開タイプ 100,000

島根県 プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業 横展開タイプ 17,631

島根県松江市 水の都松江のまちの「Re-project」～若者がチャレンジできるまちづくり 横展開タイプ 8,065

島根県松江市 テレワーク・デイズMATSUE事業 横展開タイプ 3,600

島根県出雲市 周遊滞在型観光をめざした戦略的情報発信による「ご縁のまち“出雲”」創出プロジェクト 横展開タイプ 27,845

島根県大田市 大田市産品販路拡大重点支援事業 横展開タイプ 3,865

島根県大田市 おおだの未来を切り拓く人財の育成・確保促進プロジェクト 横展開タイプ 1,369

島根県雲南市 官民連携による「まちを元気にするおせっかい活動」を中心とした健康なコミュニティづくり 横展開タイプ 9,520

島根県飯南町 森林資源活用による林業の魅力づくりプロジェクト 先駆タイプ 9,000

島根県美郷町 美郷コンパクトハウス事業　～技術と人の役割分担による住み続ける仕組みづくり～ 横展開タイプ 1,950

島根県邑南町 持続可能な未来へ先着～地域が輝く邑南戦略 横展開タイプ 27,654

島根県海士町 いわがき「春香」・「島風便」CAS凍結商品の成長サイクル促進プロジェクト 横展開タイプ 25,800

島根県海士町 教育分野で人を惹きつける地域教育魅力化推進プロジェクト 横展開タイプ 46,483

島根県海士町 定置網漁業におけるＩＣＴを活用した生産性向上プロジェクト 横展開タイプ 23,250



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

島根県海士町 島まるごと海士町版RESASの構築と活用事業 横展開タイプ 21,000

島根県海士町 文化資源を核とするインバンドマーケティング及び観光ブランディング事業 横展開タイプ 32,915

岡山県 おかやま産業開拓応援プロジェクト 先駆タイプ 49,173

岡山県 大学と連携した自動車関連産業支援プロジェクト～ＥＶシフトに対応した産業づくり～ 先駆タイプ 57,805

岡山県 新たな柱となる産業育成・人材確保プロジェクト 横展開タイプ 32,722

岡山県 森林認証普及拡大プロジェクト～森林認証材の販路拡大と木材産業活性化事業～ 横展開タイプ 11,129

岡山県 第四次産業革命に対応する人と技術のスパイラルアッププロジェクト 横展開タイプ 90,293

岡山県 インバウンド長期滞在化促進計画 横展開タイプ 19,294

岡山県岡山市 まちの持続可能な開発を実現する真の生涯活躍のまちづくり 先駆タイプ 67,954

岡山県岡山市 スタートアップ＆学生チャレンジ支援による「おかやまイノベーション推進プロジェクト」 横展開タイプ 12,500

岡山県倉敷市 せんいのまち倉敷　人材確保・育成事業 横展開タイプ 8,550

岡山県倉敷市 産官学民が連携した大学生の地域内定着促進事業 横展開タイプ 15,025

岡山県倉敷市 「JAPAN DENIM DAYS」繊維のまち児島　活性化プロジェクト 横展開タイプ 3,474

岡山県津山市 城下町の風情を色濃く残す津山市中心市街地活性化事業 横展開タイプ 46,596

岡山県津山市 つながる「まち」「コト」「ひと」プロジェクト～次世代へのバトンの継承～ 横展開タイプ 16,039

岡山県津山市 地域商社による圏域農業好循環サイクルの創出と交流人口の増加 横展開タイプ 19,560

岡山県玉野市 たまの若者活躍応援プロジェクト 横展開タイプ 21,934

岡山県笠岡市 移住・定住促進シビックプライド醸成事業 横展開タイプ 7,515

岡山県新見市 新たな暮らしが見つかるまち　移住・定住プロジェクト 横展開タイプ 22,714

岡山県瀬戸内市 アートからはじめる歴史と文化を活かしたまちづくり事業 横展開タイプ 26,603

岡山県瀬戸内市 子どもと過ごす瀬戸内市ライフプロジェクト 横展開タイプ 7,314

岡山県赤磐市 あかいわに戻ろうプロジェクトⅣ～多様な世代が支え合い活躍できるまち　あかいわ～ 横展開タイプ 6,667

岡山県真庭市 真庭型循環農業構築事業 横展開タイプ 16,000

岡山県真庭市
東京2020オリンピック・パラリンピックレガシーの継承による「National Park Hiruzen（蒜山高原）」魅
力アッププロジェクト（仮称）

先駆タイプ 87,010

岡山県真庭市 ＳＤＧｓ未来杜市真庭の永続的発展に向けた地方分散モデル事業 横展開タイプ 28,497

岡山県真庭市 真庭市地元企業への回帰促進事業 横展開タイプ 10,915

岡山県美作市 美作市の魅力発信プロジェクト 横展開タイプ 3,538

岡山県美作市 美作市しごとで自立モデル構築事業 横展開タイプ 2,605

岡山県美作市 ウェルカムカフェ事業 横展開タイプ 2,557

岡山県浅口市 天文のまちの188cm反射望遠鏡を活用した観光・教育推進事業 横展開タイプ 7,382

岡山県和気町 ドローンを活用した地域課題解決プロジェクト 横展開タイプ 4,925

岡山県早島町
歩いて暮らせる魅力あるまちづくり『JR早島駅・いかしの舎・ふれあいの森をはじめとする、まち歩き
拠点のPR及び魅力UP事業』

横展開タイプ 15,800

岡山県新庄村 古民家宿泊施設から始まる！交流人口から移住人口への転換プロジェクト 横展開タイプ 2,750

岡山県新庄村 事業主創出による移住・定住・関係人口増加プロジェクト 横展開タイプ 2,445

岡山県勝央町 ひとづくりから広がる「縁起のいい勝利の町」魅力発信事業 横展開タイプ 8,600

岡山県西粟倉村
西粟倉村SDGs未来都市推進事業　～森林の多様性から経済を創造するための研究開発の推進
～

横展開タイプ 70,000

岡山県吉備中央町 持続的なイノベーション創出を実現するまちづくり事業 横展開タイプ 14,500



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

広島県 地域のスポーツ資源を活用した「わがまちスポーツ」の推進による地域活性化 横展開タイプ 41,628

広島県 プロフェッショナル人材マッチング支援事業 横展開タイプ 43,902

広島県広島市 世界恒久平和の発信と観光振興による世界に誇れる「まち」広島の実現 横展開タイプ 57,607

広島県広島市 地域商社機能を活用した圏域特産品の販売促進事業 横展開タイプ 5,000

広島県尾道市 SAVOR　JAPAN（農泊食文化海外発信地域）活動推進支援事業 横展開タイプ 1,000

広島県尾道市 瀬戸田地域未来創造支援事業 横展開タイプ 7,500

広島県尾道市 尾道市シティープロモーション推進事業（移住定住の促進・関係人口の拡大） 横展開タイプ 13,372

広島県福山市 福山城築城400年を核とした地域活性化プロジェクト 横展開タイプ 16,406

広島県福山市 地方における多様な働き方実現プロジェクト 横展開タイプ 8,068

広島県福山市 本格的な人口減少対策～ペルソナマーケティングによる戦略的な施策展開～ 横展開タイプ 13,759

広島県福山市 Society5.0へのチャレンジ　～新たなライフスタイルを実現できる都市　スマートシティふくやま～ 横展開タイプ 62,398

広島県福山市 「福山版ＭＩＣＥ」の推進　～都市のポテンシャルを引き出し，経済を活性化する～ 横展開タイプ 15,634

広島県府中市 歴史・文化やものづくりなど、びんご府中のライフスタイルツーリズム事業 横展開タイプ 6,398

広島県庄原市 「庄原版ＤＭＯ」による「稼ぐ力」向上事業 横展開タイプ 18,250

広島県東広島市 東広島ローカルイノベーション創出事業 横展開タイプ 70,000

広島県東広島市 「かもしだす東広島の魅力」創出事業 横展開タイプ 33,240

広島県廿日市市 　広島・宮島ゴールデンルートにおけるコンパクトな地域商社事業 横展開タイプ 1,650

広島県江田島市
世界遺産に来訪するインバウンド観光客をメインターゲットとした「せとうち体験型観光アイランド拠
点」の構築

横展開タイプ 12,000

広島県安芸太田町 広島県立加計高校支援事業プロジェクト 横展開タイプ 2,200

広島県安芸太田町 安芸太田町インバウンド促進プロジェクト 横展開タイプ 31,970

広島県北広島町 スポーツをキーワードとした地方創生事業 横展開タイプ 10,000

広島県北広島町 担い手育成総合事業 横展開タイプ 3,275

山口県 瀬戸内コンビナートの強みに着目したコネクターハブ・サプライヤー創出支援事業 先駆タイプ 63,933

山口県 そらへ羽ばたけ！宇宙・航空機産業創出・振興プロジェクト 先駆タイプ 69,399

山口県 オール山口による新たな市場開拓・物流システム構築プロジェクト推進事業 横展開タイプ 61,605

山口県 瀬戸内高度産業人材を活用したオープンイノベーション推進事業 横展開タイプ 79,777

山口県 人口減少社会を生き抜く中山間地域の実現事業 横展開タイプ 70,406

山口県 担い手の減少・高齢化に立ち向かう農林水産業技術イノベーション実現プロジェクト 横展開タイプ 85,259

山口県 やまぐちの未来を創造する若者育成推進事業 横展開タイプ 51,485

山口県 「海外から稼ぐ」農林水産業育成事業 横展開タイプ 8,345

山口県 デジタルデバイド克服による中小企業の生産性向上・持続的成長事業 横展開タイプ 90,365

山口県 首都圏等プロフェッショナル人材還流促進事業 横展開タイプ 38,470

山口県 未来技術を活用した「働き方改革」×「労働生産性向上」促進事業 横展開タイプ 82,162

山口県 先端技術を活用した文化施設の新たな魅力創造と文化ツーリズムの形成 横展開タイプ 11,500

山口県 地方への新たなひと・資金の流れ創出・拡大事業 横展開タイプ 73,877

山口県下関市 ～「ホタル」と「地域資源」を繋ぐ道の駅～　まちの魅力創出・強化プロジェクト 横展開タイプ 13,400

山口県下関市 リノベーションまちづくりを活用した新たな人通り創出モデル事業 横展開タイプ 7,500



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

山口県宇部市 産業革命による宇部SDGs未来都市の推進 横展開タイプ 53,012

山口県宇部市 うべの“元気”を全国へ～宇部ブランドの拡充と販路拡大～ 横展開タイプ 5,220

山口県宇部市 市役所周辺地区の「輝き」再生　～大型店舗閉店を「変革」のチャンスに変えて～ 横展開タイプ 50,588

山口県宇部市 多様な「人財」で地域づくり　　～関係人口を地域力につなげる～ 横展開タイプ 7,750

山口県山口市 人材確保力向上・人材育成重点プロジェクト 横展開タイプ 7,931

山口県山口市 道の駅「長門峡」を交流の核とした阿東地域ふるさとにぎわいプロジェクト 横展開タイプ 5,466

山口県山口市 未来に羽ばたく若者定住促進プロジェクト 横展開タイプ 43,900

山口県萩市 「関係人口」創出による移住・定住促進　～関係人口構築促進事業～ 横展開タイプ 2,629

山口県岩国市 英語交流のまちIwakuni（Ｅ-wakuni）創生プロジェクト 横展開タイプ 10,327

山口県岩国市 しごと支援型地域活性化事業 横展開タイプ 12,146

山口県長門市 食・温泉・森林と地域資源を活用した外貨獲得にむけたまちづくり事業 横展開タイプ 8,765

山口県山陽小野田市 小野田ガラスのブランド化推進事業 横展開タイプ 10,024

山口県山陽小野田市 ＰＰＰを活用した交流・にぎわい創出事業 横展開タイプ 3,964

山口県山陽小野田市 多世代・異分野地域交流による協創のまちづくり事業 横展開タイプ 9,611

山口県田布施町 田布施町魅力再発見プロモーション移住定住促進事業 横展開タイプ 1,420

山口県平生町 イタリア－ノひらおプロジェクト 横展開タイプ 7,125

山口県阿武町 選ばれるまちづくり推進事業 先駆タイプ 855

山口県阿武町 まちの縁側事業 横展開タイプ 51,769

山口県阿武町 新たなしごと創出事業 横展開タイプ 24,783

山口県阿武町 無角和種との出会い創出プロジェクト 横展開タイプ 14,198

徳島県 「ひと」と「地域」をつなぐ！「徳島ファン」創出・拡大事業 横展開タイプ 78,577

徳島県 「ＳＤＧｓ徳島モデル」循環とくしま・持続社会の実装戦略 横展開タイプ 33,944

徳島県 未来技術活用「徳島モデル」創出事業 横展開タイプ 47,340

徳島県 とくしまプロフェッショナル人材戦略拠点事業 横展開タイプ 21,870

徳島県 「徳島木のおもちゃ美術館（仮称）」を核とした「徳島ならでは」の県産材需要拡大戦略 横展開タイプ 30,500

徳島県徳島市 労働力人口の確保プロジェクト 横展開タイプ 4,447

徳島県徳島市 人が集い新たな価値が生まれるにぎわいとくしま推進事業 横展開タイプ 6,825

徳島県美馬市
Ｊリーグクラブ等との連携による美馬市版ＳＩＢ（ソーシャルインパクトボンド）を中心とした健康のまち
づくりプロジェクト

横展開タイプ 400

徳島県三好市 三好市全世代活躍コミュニティ創出プロジェクト事業 横展開タイプ 36,198

徳島県三好市 三好市アウトドアスポーツのまちづくり事業 横展開タイプ 19,473

徳島県那賀町 地域商社立ち上げによる一次産業（林業・農業）の販路拡大・人材育成事業 横展開タイプ 11,493

徳島県牟岐町 「牟岐町ふるさと町民」創出プロジェクト 横展開タイプ 4,650

徳島県美波町 インバウンドで町”にぎやかそ” 横展開タイプ 10,250

徳島県松茂町 「オールまつしげ！」によるまちの賑わい創出事業 横展開タイプ 2,000

香川県 「子育て県かがわ」への移住・定住促進事業 横展開タイプ 42,872

香川県 香川が輝く「かがわ働き方改革」推進事業 横展開タイプ 49,455

香川県 次世代ものづくり・オリーブ産業の育成強化と海外ビジネス展開の支援 横展開タイプ 77,709



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

香川県 情報通信関連産業の育成・誘致事業 横展開タイプ 41,716

香川県 「かがわの食」県産品魅力向上事業 横展開タイプ 76,423

香川県 プロフェッショナル人材活用推進事業 横展開タイプ 27,163

香川県高松市 「若者から選ばれるまちたかまつ」移住・定住促進 横展開タイプ 6,587

香川県坂出市 Bizを中心とした地域内チャレンジ促進事業 横展開タイプ 19,369

香川県善通寺市 FOR AFTER 2023 ～善通寺市観光地域づくり～ 横展開タイプ 11,050

香川県観音寺市 食料品製造業のイノベーション 横展開タイプ 5,500

香川県三木町 関係人口を活用したサステナブルな地域づくり 横展開タイプ 2,082

愛媛県 県内企業の魅力発信と雇用マッチングの促進による若者の定着実現化事業 横展開タイプ 54,436

愛媛県 えひめのものづくり「次のスゴ技・すごモノ」開発推進事業 横展開タイプ 51,393

愛媛県 Society5.0社会を見据えた未来技術活用推進事業 横展開タイプ 29,236

愛媛県 都会で働く仕事のプロをエヒメへ！プロフェッショナル人材還流事業 横展開タイプ 2,000

愛媛県松山市 道後温泉の賑わい創出～百年道後輝き続ける最古の湯　道後～ 横展開タイプ 65,000

愛媛県松山市 産地競争力強化事業 横展開タイプ 10,150

愛媛県松山市
憧れ誇りまつやまプロジェクト
～ライフステージ、ライフイベントに応じた若者の定住・Ｕターン促進による若者人口増加プロジェク
ト～

横展開タイプ 34,971

愛媛県松山市 「ことば」を軸とした文化芸術による関係人口拡大事業 横展開タイプ 49,377

愛媛県松山市 多様な人材活用による仕事づくり推進事業 横展開タイプ 8,250

愛媛県今治市 マスターブランドでまちの価値を高めるまちづくり計画 横展開タイプ 27,840

愛媛県八幡浜市
八幡浜版DMOを核とした観光地域づくりによる「やわたはま」魅力発信プロジェクト　～やわたはま
のトリコに～

横展開タイプ 14,757

愛媛県新居浜市 「Society5.0」社会実現へ向けた「ICT企業誘致・ICT人材確保」プロジェクト 横展開タイプ 2,395

愛媛県新居浜市 近代化産業遺産群を活用した「体感型」インバウンド推進事業 横展開タイプ 3,430

愛媛県西条市 関係人口を起点とした転職・起業等の新たな人生チャレンジを応援するプラットフォーム構築事業 横展開タイプ 46,639

愛媛県四国中央市 紙のまち地域産業活性化人材獲得事業 横展開タイプ 8,468

愛媛県西予市 西予市外国人材活用事業 横展開タイプ 6,688

愛媛県愛南町 売り出せ愛南農水産物最高を目指す販路拡大事業 横展開タイプ 14,594

高知県 「拡大再生産」の好循環を生み出すための移住促進・人材確保の取り組み 先駆タイプ 180,629

高知県 中山間地域の維持・活性化に向けた集落活動センターの拡大・機能強化推進事業 横展開タイプ 92,788

高知県 ものづくり企業事業戦略実現化事業 横展開タイプ 100,000

高知県 IT・コンテンツ産業人材の育成・確保事業 横展開タイプ 29,532

高知県 自然景観や体験プログラムを活かした観光キャンペーンの取組を通じた観光振興 横展開タイプ 100,000

高知県 木材需要の拡大による土佐材の外商推進事業 横展開タイプ 45,667

高知県
マリンイノベーション（漁業のIoT化）による操業効率化・漁業生産性の向上及び総合的な担い手対
策による漁業就業者の確保・育成を通じた「若者が住んで稼げる元気な漁村」の実現

横展開タイプ 28,280

高知県 地域課題解決型IoT実証プラットフォーム事業 横展開タイプ 63,425

高知県 プロフェッショナル人材活用推進事業 横展開タイプ 16,574

高知県高知市 高知市版生涯活躍のまち推進事業 横展開タイプ 8,471

高知県室戸市 世界一健康づくりが楽しめるまちづくりプロジェクト 横展開タイプ 4,500

高知県土佐市 観光を活かした官民協働による土佐市創生プロジェクト 横展開タイプ 24,726



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

高知県須崎市 「すさきプライド」人財育成・確保と市民活躍の場づくり事業 横展開タイプ 52,243

高知県北川村 ゆずを核とした産業振興プロジェクト 横展開タイプ 17,757

高知県土佐町 さめうら湖から始まる産業振興と地域スポーツ活性化の好循環創出プロジェクト 横展開タイプ 19,125

高知県土佐町
Tosa Sake Dreams〜日本酒等の海外販路展開を基軸とした「食」のインバウンド推進と、地域の農
産物生産振興〜

横展開タイプ 11,250

高知県土佐町 誰一人取り残さない全員参加のSDGsまちづくりプロジェクト 横展開タイプ 21,000

高知県中土佐町 しまんとブランドを活かした大野見地域振興事業 横展開タイプ 6,250

高知県津野町
新たな宿泊施設を拠点とした星のスペシャリストたちが創る四国カルストの魅力化事業　～「満天の
星」プロジェクト～

横展開タイプ 23,474

高知県黒潮町 黒潮町地域DMOによる観光推進事業 横展開タイプ 22,757

福岡県 「スポーツ立県福岡」実現プロジェクト 横展開タイプ 59,102

福岡県 中小企業生産性向上支援事業 横展開タイプ 74,994

福岡県 先進技術導入による農山漁村地域の生産基盤活性化 横展開タイプ 69,406

福岡県 担い手の経営力強化による競争力の高い農林水産業の確立 横展開タイプ 60,563

福岡県 福岡県プロフェッショナル人材戦略拠点事業 横展開タイプ 28,960

福岡県北九州市 ＳＤＧｓの達成に向けた人材育成事業 横展開タイプ 58,542

福岡県北九州市 北九州観光・インバウンド振興推進事業 横展開タイプ 54,900

福岡県北九州市 北九州空港利用促進による地域活性化 横展開タイプ 32,253

福岡県北九州市 北九州市スタートアップエコシステム推進事業 横展開タイプ 4,777

福岡県北九州市 ＡＲＴの力を活用したまちづくり「創造都市・北九州」推進事業 横展開タイプ 58,300

福岡県福岡市 エンジニアフレンドリーシティ福岡の推進 横展開タイプ 40,900

福岡県福岡市 外国人材の受入・共生事業 横展開タイプ 6,437

福岡県福岡市 Society5.0を支えるＡＩエンジニア支援 横展開タイプ 2,836

福岡県大牟田市 人・いのちに着目したにぎわい交流創出事業 横展開タイプ 16,131

福岡県久留米市 子育ち応援・移住定住プロジェクト 横展開タイプ 19,702

福岡県久留米市 民間開発促進プロジェクト 横展開タイプ 18,474

福岡県直方市 リノベーションまち・ひとづくり推進事業 横展開タイプ 1,031

福岡県直方市 女性が輝くしごと創生事業 横展開タイプ 8,702

福岡県田川市 地域一体の映画づくりを通じたご当地メニューの開発による地域食材販路拡大プロジェクト 横展開タイプ 500

福岡県八女市 「八女伝統本玉露」の世界のスーパーブランド化事業 先駆タイプ 14,000

福岡県八女市 持続可能なまちづくりのための地域活力向上にぎわい創生プロジェクト 横展開タイプ 11,749

福岡県行橋市
多文化共生支援機構の構築、及び多言語対応型「生活・住環境アプリ」開発　～　だれもが安心し
て行橋市で暮らせるための支援ツール　～

横展開タイプ 2,750

福岡県豊前市 外国人生活基盤支援事業 横展開タイプ 671

福岡県豊前市 豊前ジビエ販売促進事業　～　「負」を「富」の連鎖に！ 横展開タイプ 2,552

福岡県宗像市 スポーツ観光を軸としたまちの活性化・ひとの国際化推進事業 横展開タイプ 5,000

福岡県糸島市 糸島市「しごとの魅力向上」事業 横展開タイプ 21,281

福岡県糸島市 糸島市「地域社会の担い手育成・発掘」事業 横展開タイプ 24,008

福岡県芦屋町 みなとを活かした空間形成プロジェクト 横展開タイプ 10,122

福岡県東峰村 トーキコーディネータープロジェクト（地域商社） 横展開タイプ 25,900



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

福岡県広川町 ひろかわ繊維産地の未来づくりプロジェクト 横展開タイプ 11,198

佐賀県 新しい時代を創るSAGA農林水産業イノベーションプロジェクト 横展開タイプ 100,000

佐賀県 SAGA県産品ブランド強化推進プロジェクト 横展開タイプ 42,809

佐賀県 ＳＡＧＡものづくり強靭化プロジェクト 横展開タイプ 87,359

佐賀県 ＳクラスのＳＡＧＡくらし・しごと創出プロジェクト 横展開タイプ 97,780

佐賀県 東京オリパラを契機とした、多様性ある街の賑わい創出プロジェクト 横展開タイプ 55,346

佐賀県 ＳＡＧＡスポーツピラミッド推進プロジェクト 横展開タイプ 43,031

佐賀県 ＳＡＧＡ伝統的地場産業活性化支援プロジェクト 横展開タイプ 45,475

佐賀県 さが山を大切にする・山の活性化プロジェクト 横展開タイプ 13,653

佐賀県 プロフェッショナル人材戦略拠点事業 横展開タイプ 21,787

佐賀県佐賀市 中心市街地における人の流れを生み出す効果的な導線（連続性）づくり事業 横展開タイプ 47,350

佐賀県唐津市 唐津市移住促進加速化プロジェクト事業 横展開タイプ 10,816

長崎県
長崎県立大学情報セキュリティ産学共同研究センター（仮称）を核としたIT開発企業等と共に成長
するプロジェクト

先駆タイプ 298,542

長崎県 プロフェッショナル人材事業 横展開タイプ 26,291

長崎県長崎市 ポスト・コロナを見据えた「観光のまちナガサキ」の収益力・レジリエンス強化プロジェクト 横展開タイプ 76,700

長崎県平戸市 三浦按針をテーマとした交流による地域活性化プロジェクト 横展開タイプ 470

長崎県平戸市 平戸城を核とした観光客拡大プロジェクト 横展開タイプ 24,430

長崎県対馬市 対馬中地区　神話の里を中心とした交流人口拡大プロジェクト 横展開タイプ 27,161

長崎県対馬市 島づくり人財育成及び自動運転技術導入に係る大学連携プロジェクト 横展開タイプ 15,562

長崎県対馬市 金田城等の多様な歴史資産を活用した新たな観光ツールの創出及び観光地づくりプロジェクト 横展開タイプ 27,525

長崎県壱岐市 壱岐市SDGs未来都市推進事業 横展開タイプ 18,200

長崎県五島市 ドローンi-Landプロジェクト 先駆タイプ 19,273

長崎県南島原市 南島原市施設園芸作物環境制御技術推進事業 横展開タイプ 1,444

長崎県南島原市 南島原市電子地域通貨事業 横展開タイプ 6,945

長崎県時津町 時津町民総活躍プロジェクト「Ｃｏｍｅ＆Ｂｕｙ戦略」 横展開タイプ 15,748

長崎県小値賀町 五島列島の島々横断交流拡大・移住プロジェクト事業 横展開タイプ 5,910

長崎県佐々町 佐々川を中心とした観光や交流イベントの情報発信・交流拠点整備事業 横展開タイプ 19,300

熊本県 「くまもとではたらく」若者の県内定着促進プロジェクト 横展開タイプ 25,160

熊本県 「くまもと暮らし」スタートアップ応援プロジェクト 横展開タイプ 47,809

熊本県 集え未来の担い手！技能継承“ＳＭＡＲＴ”推進プロジェクト 横展開タイプ 35,315

熊本県 くまもと発！自然共生型産業成長促進プロジェクト 横展開タイプ 16,940

熊本県 「選ばれる熊本」を目指して！人の流れ創出プロジェクト 横展開タイプ 55,476

熊本県 成長産業化に向けたくまもと型林業イノベーションプロジェクト 横展開タイプ 17,743

熊本県  熊本版　第４次産業革命に向けた先端技術導入を軸とした地場産業成長プロジェクト 横展開タイプ 59,875

熊本県 更なる高みへ！「農業」を軸としたビジネスモデル展開プロジェクト 横展開タイプ 60,021

熊本県 未来へつなげるくまもと農業の人財確保・育成プロジェクト 横展開タイプ 90,221

熊本県 若者の雇用促進による熊本への人の流れの創出プロジェクト 横展開タイプ 68,177



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

熊本県熊本市 持続可能な医療・福祉とコミュニティによるくまもと創生プロジェクト 横展開タイプ 61,937

熊本県八代市 八代市健康交流のまちづくりを目指したヘルスツーリズム構築事業 横展開タイプ 12,500

熊本県人吉市 人吉生産性向上協創拠点整備事業 横展開タイプ 18,270

熊本県荒尾市 「あらおファン」拡大による移住促進×地域コミュニティ活性化プロジェクト 横展開タイプ 7,125

熊本県山鹿市 将来の民間主導につなげるためのオール山鹿によるまちづくりの推進 横展開タイプ 14,000

熊本県菊池市 地域資源を活用した関係人口創出・拡大プロジェクト 横展開タイプ 5,158

熊本県上天草市 起業家教育を活用した地域の担い手育成事業 横展開タイプ 1,180

熊本県上天草市 地域課題解決に向けた物産館を核とした販売拡大事業 横展開タイプ 6,820

熊本県宇城市 地域商社推進協議会による販路拡大事業 横展開タイプ 640

熊本県天草市 人を呼び込むマグネットシティ構想 横展開タイプ 9,276

熊本県天草市 多文化共生「天草版　サラダ・ボウル社会」の構築事業 横展開タイプ 2,328

熊本県合志市 コンテンツ産業創出事業 先駆タイプ 2,500

熊本県美里町 美里まるごと元気化～Misato　STYLE～プロジェクト 横展開タイプ 3,030

熊本県大津町 スポーツ・文化コミッションを主軸とした「大津町魅力発信」地域経済活性化プロジェクト 横展開タイプ 4,775

熊本県南小国町 地域DMOを中核とした海外からの人流受入体制強化事業 横展開タイプ 6,000

熊本県産山村 稼げる村づくり推進事業 横展開タイプ 6,250

熊本県高森町 サイクルツーリズムの創出による南阿蘇鉄道沿線の観光客増加と地域の賑わいづくりプロジェクト 横展開タイプ 2,895

熊本県津奈木町 熱帯果樹を機軸とした地域の元気づくりプロジェクト 横展開タイプ 8,250

熊本県錦町 次世代に平和をつなぐ拠点施設を核とした町の誘客事業 横展開タイプ 31,581

熊本県多良木町 次世代に魅力と資源をつなぐたらぎ地域づくりプロジェクト 横展開タイプ 21,064

熊本県水上村 農商工連携による「食」と「観光」を通じた水上ブランドづくり 横展開タイプ 15,750

熊本県相良村 清流「川辺川」を活用したブランド化構築事業 横展開タイプ 2,500

大分県 生産性向上・多様な人材確保推進事業 横展開タイプ 91,286

大分県 女性が輝く働き方改革実現事業 横展開タイプ 34,193

大分県 プロフェッショナル人材活用深化・高度化事業 横展開タイプ 10,652

大分県 スポーツと芸術文化を活用した地域活性化事業 横展開タイプ 65,340

大分県 第一次産業の魅力向上対策事業 横展開タイプ 10,190

大分県大分市 自動運転の社会実装を見据えた地域公共交通の再編とローカルイノベーション 横展開タイプ 31,687

大分県大分市 豊予海峡ふれ愛事業 横展開タイプ 2,800

大分県別府市 官民連携プラットフォーム組成による地域づくり人材･サービス・雇用の集積拠点形成事業 横展開タイプ 5,243

大分県別府市 別府ツーリズムバレー創造プロジェクト 横展開タイプ 21,822

大分県別府市 すべての世代が活躍できる健康寿命延伸プログラム 横展開タイプ 13,324

大分県別府市 伝統的工芸品別府竹細工イノベーション推進事業 横展開タイプ 1,455

大分県別府市 ＩＣＴを活用したインバウンド及び国内客誘致受入事業 横展開タイプ 28,982

大分県中津市 周防灘の恵みを未来へつなぐプロジェクト 横展開タイプ 3,783

大分県中津市 「いってきます中津、ただいま中津」若者の希望が実現するまちプロジェクト 横展開タイプ 6,716

大分県竹田市 “日本最強の城”『岡城』10万人プロジェクト 横展開タイプ 1,000



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

大分県竹田市 地域資源（温泉・自然環境など）を組み合わせた健康療養地利活用推進事業 横展開タイプ 7,749

大分県豊後高田市 外国人材の活用による明日につながる共生社会創造事業 横展開タイプ 7,361

大分県豊後高田市 豊後高田昭和の町リ・ブランディング事業～次代へつなぐまちづくり～ 横展開タイプ 11,750

大分県豊後高田市 働きやすさ改革によるしごと創出事業 横展開タイプ 697

大分県豊後高田市 「地域で健康づくり」応援事業 横展開タイプ 2,354

大分県宇佐市 ＵＳＡ「学・働・住」ＵＩJターン推進プロジェクト 横展開タイプ 14,138

大分県宇佐市 世界農業遺産の地で魅力ある地域と資源のブランディング　PART２ 横展開タイプ 7,792

大分県由布市 みんな住めば納得！健康に満ちあふれるまち「健康立市　由布市」実現プロジェクト 横展開タイプ 2,690

大分県由布市 地域資源利活用による持続可能な農村づくり 横展開タイプ 7,400

大分県日出町 タウンプロモーションを軸とした交流・関係・定住人口増加事業 横展開タイプ 13,050

宮崎県 「スポーツランドみやざき」を生かしたネクストステージまちづくり事業 先駆タイプ 21,805

宮崎県 産学金労官連携による成長期待企業ステップアップ事業 横展開タイプ 49,536

宮崎県 みやざきフードビジネス”ネクストステージ”推進事業 横展開タイプ 69,230

宮崎県 「宮崎ひなた生活圏づくり」スタートアップ事業 横展開タイプ 10,436

宮崎県 中山間の魅力再発見！ひなた移住・観光プロモーション事業 横展開タイプ 10,634

宮崎県 大学を中心とした産業人財育成拠点構築事業 横展開タイプ 19,500

宮崎県 プロフェッショナル人材戦略拠点事業 横展開タイプ 18,454

宮崎県都城市 地域の「稼ぐ力」を拡大！物産振興推進事業 横展開タイプ 21,831

宮崎県都城市 プロフェッショナル人材を活用した「稼げる」観光戦略構築事業 横展開タイプ 4,112

宮崎県都城市 若い力が躍動！移住・定住推進事業 横展開タイプ 9,944

宮崎県延岡市
地域経済の活力とソーシャルキャピタルの同時実現による「自立・持続可能なまちづくり」プロジェク
ト

先駆タイプ 13,381

宮崎県小林市 小林市・日本版DMO体制による観光地域づくり推進事業 先駆タイプ 23,067

宮崎県日向市 リラッツクスサーフタウン日向活力創成プロジェクト 横展開タイプ 23,000

宮崎県串間市 近未来技術等社会実装事業 横展開タイプ 4,350

宮崎県西都市 住んでみたい、そして住み続けたい「西都市の暮らし」魅力発信・移住定住促進事業 横展開タイプ 28,296

宮崎県新富町 こゆ地域づくり推進機構２．０　関係・交流人口拡大プロジェクト 横展開タイプ 23,300

宮崎県川南町 縁で結ぶ“開拓のまちかわみなみ”移住促進事業 横展開タイプ 3,028

宮崎県門川町 農業振興品目開拓事業(フィンガーライム産地化プロジェクト) 先駆タイプ 355

鹿児島県 かごしまブランドの魅力拡大に向けた販売促進プロジェクト 横展開タイプ 47,365

鹿児島県 研究開発の促進と事業化による新分野参入支援 横展開タイプ 10,262

鹿児島県 中山間地域等集落活性化推進プロジェクト 横展開タイプ 14,246

鹿児島県 外国人材受入活躍推進プロジェクト 横展開タイプ 8,994

鹿児島県 かごしまスポーツ立県プロジェクト 横展開タイプ 81,157

鹿児島県 プロフェッショナル人材戦略拠点事業 横展開タイプ 19,824

鹿児島県 歩きたくなるまちづくりで目指す「ウェルネスかごしま」推進プロジェクト 横展開タイプ 9,842

鹿児島県鹿児島市 鹿児島市若者・女性活躍応援プロジェクト 横展開タイプ 3,244

鹿児島県鹿児島市 アジアの中核都市・KAGOSHIMA CITY形成プロジェクト 横展開タイプ 4,361



地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

鹿児島県出水市 地域経済の自立的発展基盤構築事業 横展開タイプ 16,775

鹿児島県西之表市 西之表港を生かした人・自然・文化を感じる港町再生プロジェクト推進事業 横展開タイプ 9,233

鹿児島県西之表市 西之表市の特性を生かした未来人財育成確保事業 横展開タイプ 1,829

鹿児島県曽於市 曽於市交流拠点活用プロジェクト 横展開タイプ 5,000

鹿児島県霧島市 創業支援と一体となった公民連携によるリノベーションまちづくり推進事業 横展開タイプ 4,900

鹿児島県いちき串木野市 冠嶽芸術文化村構想推進事業～地域映画作りなどによる学校利活用と関係人口創出～ 横展開タイプ 4,727

鹿児島県南九州市 産学官金連携による農業所得向上プロジェクト 横展開タイプ 5,850

鹿児島県錦江町 錦江町次世代産業人材育成及び特産品ブランディングﾞ事業 横展開タイプ 3,370

鹿児島県肝付町 「宇宙乃浦」創生プロジェクト 横展開タイプ 16,550

鹿児島県天城町 移住定住を促進してシマの魅力を本気で発信するプロジェクト 横展開タイプ 1,630

鹿児島県伊仙町 「集中から分散へ」長寿・子宝を支える伊仙町地域力UP事業 横展開タイプ 31,621

鹿児島県和泊町
教育・Ｕターン移住促進および関係人口拡大による地域振興事業　“まちゅんどプロジェクト”
＊「まちゅんど」とは沖永良部のシマ言葉で、「待っているよ」の意味

横展開タイプ 6,500

鹿児島県和泊町 高齢者のまちなか移住による、まちと集落のにぎわい創出”みじらしゃエリアプロジェクト” 横展開タイプ 5,417

鹿児島県与論町 与論町観光まちづくり推進事業 横展開タイプ 3,000

沖縄県 沖縄移住の輪推進事業 横展開タイプ 14,229

沖縄県 小さな拠点づくり支援事業 横展開タイプ 10,000

沖縄県 地域づくりイノベーション事業 横展開タイプ 8,000

沖縄県 ワーク・ライフ・バランス推進事業 横展開タイプ 2,910

沖縄県
情報通信関連産業高度化促進事業（サイバーセキュリティ人材創出促進事業・戦略的デジタルコン
テンツ創出促進事業）

横展開タイプ 12,322

沖縄県うるま市 しま・ひと・しごと未来づくり事業 横展開タイプ 20,856

沖縄県恩納村
SDGsを原動力とした 「サンゴの村宣言」プロジェクトの高度化による、持続可能なちいきづくり推進
事業

横展開タイプ 20,000



＜７．Society5.0タイプ　広域連携事業分＞

愛知県豊川市

愛知県新城市

＜８．Society5.0タイプ　単独事業分＞

岩手県 ドローンによる活力ある中山間地域まちづくり事業（岩手県） Society5.0タイプ 4,364

福島県会津若松市 新モビリティサービス推進事業 Society5.0タイプ 5,000

栃木県 ＡＩいちご生産イノベーションモデル創出事業 Society5.0タイプ 15,250

埼玉県秩父市 山間地域におけるスマートモビリティによる生活交通・物流融合事業 Society5.0タイプ 34,635

富山県富山市 富山市スマートシティ推進事業 Society5.0タイプ 24,099

石川県加賀市 多居住拠点による新たな地方創生事業 Society5.0タイプ 86,035

静岡県 しずおかＳｈｏｗＣＡＳＥプロジェクト（ＥＶ・自動運転化・ＭａａＳサービスへの展開）推進事業 Society5.0タイプ 68,805

愛知県春日井市 高蔵寺ニューモビリティタウン構想事業 Society5.0タイプ 15,750

大阪府河内長野市 「丘の生活拠点」（南花台）まちづくりモデル事業 Society5.0タイプ 10,000

兵庫県神戸市 Be Smart KOBE　「Human×Smart」な都市づくり Society5.0タイプ 42,500

山口県宇部市 レジリエントで持続可能な社会を創る「スマートシティ宇部プロジェクト」 Society5.0タイプ 13,540

大分県 遠隔操作ロボット「アバター」の社会実装・産業創出プロジェクト Society5.0タイプ 38,075

地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）

東三河ドローン・リバー構想推進プロジェクト Society5.0タイプ 5,000

地方公共団体名 交付対象事業名 事業タイプ 採択額（千円）



 

 

 

 

 

 

地方創生推進交付金 

交付対象事業における取組事例 
 

 

令和３年３月 30日 

内閣府 地方創生推進事務局 

  

（別紙５） 



ローカルイノベーション 

事業名 
世界に伍するスタートアップ・エコシステム構築事業 
（令和３～７年度） 

令和３年度 
採択額 

123,013千円 

地方公共団体名 大阪府、大阪府大阪市（おおさかし） 

事業概要 

令和２年度までの地方創生推進交付金を活用した事業において、グローバルイノベーションの創出支援等を行っ
てきたが、企業がスタートアップを加速させ、成長する上で、必要となる資金や経営等の資源が不足しているため、
当該企業が首都圏に流出するなどの課題に直面。そこで、新たに産学官による「大阪スタートアップ・エコシステ
ムコンソーシアム」を設立して、スタートアップに関する情報共有や、連携等を促進するとともに海外のエコシス
テムと連携した国際的なピッチイベント（スタートアップ段階にある企業が自社の製品・サービスを投資家に売り

込み、資金の獲得等を目的としたイベント）の開催、ユニコーン企業の候補の輩出に向けた専門家による伴走支援
等を実施する。 
 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 
ユニコーン輩出件数 ０件（事業開始前） → ３件（令和８年３月） 
※ユニコーン企業…企業価値評価額が 1,000億円以上の未上場ベンチャー企業。 

農林水産振興 

事業名 
「まるごと大川」ブランディングを核とした大川村地場産品販売単価向上プロジ
ェクト（令和３～５年度） 

令和３年度 
採択額 

69,311千円 

地方公共団体名 高知県大川村（おおかわむら） 

事業概要 

村の主要な地場産品である、土佐はちきん地鶏と大川黒牛の高付加価値化を図るため、大川村ブランディング協
議会を設立し、商品開発やブランディングに取り組むことにより、稼げる産業への成長を図る。 
具体的には、アドバイザーを招聘した上での地場産品の活用による新商品の開発や、牛舎・食鳥処理場の整備、

人材育成等を行う。また、住民の参加による大川村のブランドロゴの制作や、事業推進団体のホームページ等を通

じた効果的な情報発信により、大川村ブランドの向上を図る。 
 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 
土佐はちきん地鶏の販売平均単価（円/羽） 2,004円（事業開始前） → 2,489円（令和６年３月） 

 
※ 企業版ふるさと納税の併用予定（寄附見込：6,000千円（令和３～５年度）） 



 

観光振興 

事業名 
あなたとともに「心やすらぐ地域の暮らし」を～みんなが主役の地域振興事業 
（令和３～７年度） 

令和３年度 
採択額 

396,024千円 

地方公共団体名 京都府 他 18市町村 

事業概要 

令和２年度までの地方創生推進交付金を活用した事業において、文化・歴史・自然資源等を活かした観光振興を
進め、観光消費額の増加やブランドイメージの定着を図ってきたものの、地域で稼いだお金が地域に還流していな

いといった課題に直面。そこで、新たに DMO を地域づくり全般を支援する団体（地域づくり支援法人）へと進化さ
せた上で、観光に関するこれまでの成果を活かしつつ、観光を入口とした地域振興や地域内経済の循環を図るとと
もに、観光を通じて得た交流人口を移住定住へとつなげる取組みを進める。 
具体的には、これまでの取組みで培われた市場分析や販路開拓等のノウハウを活用し、DMO が中心となって、地

域の生産者と事業者を繋ぐマッチングイベントの開催や、地域ならではの食等を活かした商品開発・ブランド化を
支援することにより、地域内の消費の拡大を図る。併せて、DMOが核となり、しごと創生のためのマッチング支援や
ビジネスアイデアの創出、移住定住を図るための中長期滞在者向けの体験プログラムの展開等にも取り組む。 
 
＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

地域への移住者、地域活動にかかわった地域外の人の延べ人数  
704人（事業開始前） → 1,104人（令和８年３月） 

 
※ 企業版ふるさと納税の併用予定（寄附見込：24,000千円（令和３～６年度）） 

 

 

 

 

 



地方への人の流れ 

事業名 
まちの人事部機能の創出による人材還流促進及びデータバンク構築・利活用事業 
（令和３～５年度） 

令和３年度 
採択額 

7,000千円 

地方公共団体名 熊本県南小国町（みなみおぐにまち） 

事業概要 

町内において地域ビジネス・観光振興の中間支援機能を担う(株)SMO 南小国を中核に、農協や商工会、ハローワ
ーク等の参画の下で、しごとづくりのプラットフォームとして新たに「まちの人事部」機能を担うための協議会を
設立する。 
その上で、主に 20～40代の都市部に居住する者を対象として、地方での副業・兼業、複数拠点での起業など、多

様な働き方に興味を持つ人材を獲得し、町内の担い手不足解消や稼ぐ力の向上に繋げるため、労使マッチングの精

度を上げるための体制整備として、町内事業者の採用から定着までを一貫して支援するコーディネーターを当該協
議会の事務局に配置することや、当該協議会を通じて町独自の人材データバンクの構築を行う。 
併せて、町内事業者の労働需要に関する調査・分析に基づく、労使のマッチングのためのトライアルプログラム

や、移住希望者向けの体験ツアー、人材定着に向けた事業者向けマネジメント研修にも取り組む。 
 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 
起業及び新規事業による売上総額 ０円（事業開始前） → 15,000千円（令和６年３月） 

働き方改革等 

事業名 
働き盛り世代の健康づくり「健康経営」推進事業 
（令和３～５年度） 

令和３年度 
採択額 

12,272千円 

地方公共団体名 広島県 

事業概要 

県内従業者の約８割を占める中小企業においてワークライフバランスを促進するため、「健康経営」（従業員等の
健康管理を経営的な視点で捉え、個人の健康増進を企業の業績向上に繋げる経営手法）に実効性を持たせるための
「健康経営」を導入・実践する中小企業の増加を図る。 
具体的には、企業や大学等との連携により、専用の AIアプリケーションに、従業員等の医療健診データを取り込

み、健康づくりにつながる行動パターンを抽出・整理した上で、「健康づくりモデル」を開発する。併せて、経営者
を対象とした健康経営セミナーの開催や、健康経営を実践する優良な企業に対する表彰、県内中小企業への啓発を
行う。 
 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 
「健康経営」に取り組む中小企業数 1,452社（事業開始前） → 4,252社（令和６年３月） 



 

まちづくり 

事業名 
「日本唯一のシルクのまち」岡谷シルク推進事業 
（令和３～５年度） 

令和３年度 
採択額 

3,500千円 

地方公共団体名 長野県岡谷市（おかやし） 

事業概要 

 明治から昭和初期にかけて製糸業で栄えた歴史的・文化的特性を活かした、日本唯一のシルクのまちを目指し、
養蚕・製糸・製品化の３要素を市内で完結させる「オール岡谷産シルク」を実現するなど「岡谷シルク」ブランド

の再構築を図るとともに、シルクに関連した新たなサービス・製品の開発等の新規創業の推進により、産業振興、
交流人口・関係人口の創出、二地域居住等の促進に繋げる。 
具体的には、「岡谷シルク」に関連した、官民連携でのマーケティングや新規創業等に係るサポート体制の構築、

生産基盤確保のための養蚕体験研修やツアー、市外・県外来訪者向けの体験型ワークショップ等を行う。 
 
＜重要業績評価指標（KPI）＞ 
「オール岡谷産シルク」を活用したサービス・製品の販売金額 
 ０千円（事業開始前） → 7,800千円（令和６年３月） 
 

※ 企業版ふるさと納税の併用予定（寄附見込：10,000千円（令和３～５年度）） 

 

  



Society5.0タイプ 

事業名 
遠隔診療・見守り DX基盤の構築による持続可能な地域づくり事業 
（令和３～７年度） 

令和３年度 
採択額 

16,705千円 

地方公共団体名 岩手県八幡平市（はちまんたいし） 

事業概要 

市内の中山間地域において無医地区が発生している中で、医療福祉分野の人的資源の不足及び偏在の解消を図る
ため、ICT の活用が効果的である。そこで、医療福祉分野において最先端の ICT 技術の実装を進め、過疎地の持続
的発展モデルの実現を図る。 
 具体的には、生体情報及び位置情報を取得し得るウェアラブルデバイスを活用してデータの蓄積・解析を行う基
盤を構築するとともに、バイタルサインを遠隔でモニタリングする遠隔診療、同基盤を活用した高齢者の遠隔見守

りのモデルケースを実現し、データ解析や AI開発を核とした医療福祉×ICTの形成を目指す。 
 
＜重要業績評価指標（KPI）＞ 
遠隔診療によって医療アクセスを確保することができた患者数 ０人（事業開始前）→ 500人（令和８年３月） 

 

事業名 
スマート林業推進事業 

（令和３～７年度） 

令和３年度 

採択額 
27,297千円 

地方公共団体名 栃木県 

事業概要 

森林管理に不可欠な林業は採算性の悪化により経営が依然として厳しく、また、人口減少や少子高齢化により、
新規就業者の確保が困難な中、労働生産性の大幅な向上が急務となっている。そこで、スマート林業への転換によ
って省力化・軽労化を推進するとともに、若者・女性に対して魅力的な就業環境の整備を図り、もって林業の成長
産業化、地域の活性化等につなげる 
具体的には、航空レーザー計測等のリモートセンシング技術を活用した森林資源情報のデジタル化・可視化、自

動伐倒作業車等の自動化技術による労働生産・安全性の向上、木材生産に係る需給と供給を効率的に把握するため

の生産管理システムの導入に取り組む。 
 
＜重要業績評価指標（KPI）＞ 
林業産出額 107.1億円/年（事業開始前） → 137.1億円/年（令和８年３月） 
 

※ 企業版ふるさと納税の併用予定（寄附見込：4,000千円（令和３～６年度）） 
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