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地方創生拠点整備交付金の交付対象事業の決定について 

 

2 0 1 9 年 ３ 月 ８ 日 

内閣府地方創生推進事務局 

 

 

地方創生拠点整備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  

平成 30 年度第２次補正予算に計上された「地方創生拠点整備交付金」（600 億円、

補助率 1/2）について、以下のとおり対象事業を決定する。 

２．対象事業  

地方版総合戦略に基づく自主的・主体的な地域拠点づくりなどの事業のうち、地方

創生につながる先導的な施設整備を支援する。 

具体的には、運営戦略や事業計画に基づき利活用方策が明確にされ、それにより十

分な地方創生への波及効果（例：観光・農林水産業の振興、地方への移住・起業等の

促進、女性・高齢者の就業促進、交流人口の拡大、地域の消費拡大）の発現を期待で

きるものを対象とする。 

また、当該施設の利活用に係る適切かつ具体的な KPI（重要業績評価指標）の設定

及び PDCAサイクルを備えている必要がある。 

３．評価方法  

施設整備の内容、施設の利活用方策（自立性、官民協働、地域間連携、政策間連携

の先導性）、KPI 等について評価（事業費が４億円以上のもの又は基金事業について

は、外部有識者（別紙１）が評価）を行い、交付対象事業を決定した。 
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４．交付対象事業（分野別）  

分野別の交付対象事業数及び採択額は、以下のとおりである。 

また、都道府県別、市区町村別の交付対象事業数及び採択額は、別紙２のとおりで

ある。 

分野 

交付対象事業数（件） 採択額（億円） 

 

うち、 

都道府県分 

うち、 

市区町村分 

 

うち、 

都道府県分 

うち、 

市区町村分 

しごと創生 102 40 62 109 38 71 

地方への人の流れ 41 6 35 37 7 31 

働き方改革 5 1 4 7 0 7 

まちづくり 58 8 50 66 9 57 

合 計 206 55 151 219 54 166 

〔注〕対象事業分野については以下のとおりである。 

しごと創生・・・ローカルイノベーション、農林水産振興、観光振興 等 

地方への人の流れ・・・移住促進、生涯活躍のまち、地方創生人材の育成・確保 等 

働き方改革・・・若者雇用対策、ワークライフバランスの実現 等 

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 等 

５．特徴的な取組事例  

（１）交付対象事業例 

・地域資源を効果的に活用し、ローカルイノベーションを起こすことにより、観光や農

林水産業の先駆的な振興に資する施設の整備 

・地方への人の流れを飛躍的に加速化し、地方への移住や起業等に確実につながる施設

の整備 

・地域における多様な働き方を先駆的に実現し、女性や高齢者の就業を効果的に促進す

るための施設の整備 

・地域での魅力的なまちづくりを実現し、交流人口の拡大や地域の消費拡大に効果的に

結びつく施設の整備 

（２）今回の申請で交付対象として決定された事業のうち、特徴的な取組事例は、  

別紙３のとおりである。 
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６．交付対象の事業一覧  

交付対象の事業一覧は、別紙４のとおりである。 

７．当面のスケジュール  

３月下旬頃  交付決定・地域再生計画の認定 

８．第２回応募のスケジュール  

第２回応募についての詳細なスケジュールについては後日連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



国

交付金（１/２）
都道府県
市町村

【主な対象施設のイメージ】

 地域資源を効果的に活用し、ローカルイノベーションを起こすこ
とにより、観光や農林水産業の先駆的な振興に資する施設

 地方への人の流れを飛躍的に加速化し、地方への移住や起業等に
確実につながる施設

 地域における多様な働き方を先駆的に実現し、女性や高齢者の就
業を効果的に促進するための施設

 地域での魅力的なまちづくりを実現し、交流人口の拡大や地域の
消費拡大に効果的に結びつく施設

【手続き】

○地方公共団体は、対象事業に係る地域再生計画を作成し、内閣総理

大臣が認定。

【執行柔軟化】

○法令に基づく一定の要件を満たす事業については、交付決定後、地

方公共団体において基金を造成することで、平成32年度においても

事業を実施することを可能とする。

○地域経済の活性化という喫緊の課題に対応するため、地域の観光

振興や住民所得の向上等の基盤となる先導的な施設整備等を支援

する。これにより、所得や消費の拡大を促すとともに「まち」を

活性化させ、地方の定住・交流人口の拡大にも寄与する。

① 地域の所得や消費の拡大を促すとともに「まち」の活性化に

つながる先導的な施設整備等を支援

② ＫＰＩを伴うＰＤＣＡサイクルを組み込み、従来の「縦割

り」事業を超えた取組

地方創生拠点整備交付金（内閣府地方創生推進事務局）

３０年度２次補正予算額 ６００億円（事業費ベース １,２００億円）

事業概要・目的 事業イメージ

資金の流れ

○地域の観光振興や住民所得の向上等の基盤となる施設の整備等を通

して、所得や消費の拡大を促すとともに「まち」を活性化させるこ

とで、地方の定住・交流人口の拡大にも寄与し、地方創生の充実・

強化につなげる。

期待される効果

具体的な
「成果目標（ＫＰＩ）」

の設定

「ＰＤＣＡサイクル」
の確立



（別紙１） 

地方創生拠点整備交付金 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 

【しごと創生分野②（農林水産分野）】 

大江 靖雄 千葉大学大学院 園芸学研究科 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③（観光分野）】 

鶴田 浩一郎 NPO法人 ハットウ・オンパク 代表理事 

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 東洋大学 国際観光学部 教授 

【地方への人の流れ・働き方改革分野】 

阿部 正浩 中央大学 経済学部 教授 

伊藤 健二  明治学院大学 学長特別補佐(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 首都大学東京 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）

＜都道府県分と市区町村分の合計＞

都道府県 交付対象事業数（件） 採択額（千円）

北海道 18 2,856,612

青森県 3 374,494

岩手県 3 898,984

宮城県 5 188,452

秋田県 1 19,258

山形県 7 1,508,073

福島県 5 338,391

茨城県 11 903,924

栃木県 7 584,416

群馬県 5 338,475

埼玉県 1 63,309

千葉県 2 285,459

東京都 0 0

神奈川県 5 371,129

新潟県 2 165,160

富山県 4 443,677

石川県 6 605,055

福井県 4 470,606

山梨県 2 54,151

長野県 21 1,905,876

岐阜県 7 487,268

静岡県 2 49,612

愛知県 6 530,304

三重県 6 794,279

滋賀県 4 239,918

京都府 5 668,639

大阪府 1 51,243

兵庫県 10 1,281,694

奈良県 4 509,799

和歌山県 4 428,281

鳥取県 3 70,048

島根県 5 614,596

岡山県 3 151,913

広島県 0 0

山口県 1 54,923

徳島県 4 616,135

香川県 1 24,161

愛媛県 3 330,620

高知県 3 231,611

福岡県 9 561,727

佐賀県 1 64,399

長崎県 1 94,775

熊本県 7 883,519

大分県 3 294,128

宮崎県 3 529,427

鹿児島県 0 0

沖縄県 0 0

合計 208 21,938,520

地方創生拠点整備交付金における都道府県別、市区町村別一覧

（注）共同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 1 172,382

青森県 1 87,215

岩手県 2 870,097

宮城県 0 0

秋田県 0 0

山形県 0 0

福島県 1 7,128

茨城県 3 77,077

栃木県 2 207,845

群馬県 2 123,189

埼玉県 0 0

千葉県 0 0

東京都 0 0

神奈川県 1 41,500

新潟県 1 153,503

富山県 3 183,638

石川県 4 306,814

福井県 0 0

山梨県 0 0

長野県 0 0

岐阜県 6 437,280

静岡県 1 40,277

愛知県 3 186,709

三重県 0 0

滋賀県 1 9,907

京都府 2 216,000

大阪府 0 0

兵庫県 7 932,942

奈良県 0 0

和歌山県 3 323,508

鳥取県 0 0

島根県 1 199,856

岡山県 1 96,678

広島県 0 0

山口県 0 0

徳島県 1 75,650

香川県 1 24,161

愛媛県 0 0

高知県 1 119,658

福岡県 4 252,684

佐賀県 1 64,399

長崎県 0 0

熊本県 1 157,411

大分県 0 0

宮崎県 0 0

鹿児島県 0 0

沖縄県 0 0

合計 55 5,367,508
（注）共同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。



＜市区町村分＞

都道府県 交付対象事業数（件） 採択額（千円）

北海道 17 2,684,230

青森県 2 287,279

岩手県 1 28,887

宮城県 5 188,452

秋田県 1 19,258

山形県 7 1,508,073

福島県 4 331,263

茨城県 8 826,847

栃木県 5 376,571

群馬県 3 215,286

埼玉県 1 63,309

千葉県 2 285,459

東京都 0 0

神奈川県 4 329,629

新潟県 1 11,657

富山県 1 260,039

石川県 2 298,241

福井県 4 470,606

山梨県 2 54,151

長野県 21 1,905,876

岐阜県 1 49,988

静岡県 1 9,335

愛知県 3 343,595

三重県 6 794,279

滋賀県 3 230,011

京都府 3 452,639

大阪府 1 51,243

兵庫県 3 348,752

奈良県 4 509,799

和歌山県 1 104,773

鳥取県 3 70,048

島根県 4 414,740

岡山県 2 55,235

広島県 0 0

山口県 1 54,923

徳島県 3 540,485

香川県 0 0

愛媛県 3 330,620

高知県 2 111,953

福岡県 5 309,043

佐賀県 0 0

長崎県 1 94,775

熊本県 6 726,108

大分県 3 294,128

宮崎県 3 529,427

鹿児島県 0 0

沖縄県 0 0

合計 153 16,571,012
（注）共同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。



 

 

 

 

 

 

地方創生拠点整備交付金 

交付対象事業における特徴的な取組事例 
 

 

2019年３月８日 

内閣府 地方創生推進事務局 

 

 

（別紙３） 



 

○ しごと創生 

ローカルイノベーション 

事業名 閉園幼稚園を活用した「地域の方の働く場」及び「地域活性化の場」の整備 採択額 58,363千円 

地方公共団体名 兵庫県神戸市（こうべし） 

事業概要 

子育て中の方など短時間勤務の希望者等を対象とした新たな雇用を創出する「地域の方の働く場」（パソコン入力

作業などのワーキングスペース）と、子育て世代・若者・高齢者など様々な世代が集うことができる「地域活性化

の場」（コミュニティカフェなど）を併せて整備する。 

これらの機能を有する施設を整備することによって、多世代が交流し、コミュニケーションを図る機会を創出し、

地域の活力の維持向上及び共生・持続可能なまちづくりにつなげる。 

 

 

事業名 
外国人技能検定受験者の増加に対応した技能検定会場（岐阜県人材開発支援

センター（第 4棟））の整備 
採択額 58,635千円 

地方公共団体名 岐阜県 

事業概要 

県内企業の多くは、人手不足が深刻化している一方で、定住外国人や外国人技能実習生は増加傾向にある。その

ため、外国人技能実習生の技能検定の試験会場を拡充整備する。 

整備後は、試験会場としてだけではなく、同会場において製造業の労働者を対象とした研修を実施するなど、外

国人も含めた県内の産業人材の育成を図り、労働者一人一人の生産性の向上につなげる。 

 

 

  



 

農林水産振興 

事業名 農業者所得向上のための加工販売拠点整備計画 採択額 591,591千円 

地方公共団体名 北海道上士幌町（かみしほろちょう） 

事業概要 

上士幌町の主要産業である農業は年々農家戸数が減少しており、生産品の付加価値を高めて農業者の所得の向上

を図り、担い手を確保することが喫緊の課題となっている。 

農畜産物直売所及び加工品販売拠点となる「農畜産物販売促進施設」を中心とした複合施設を道の駅として新た

に整備し、商品のＰＲや販売を促進することで、モノの価値や収益性を向上させ、町内経済の発展と農業者、事業

者等の所得の向上と地域の活性化を目指す。 

 

 

事業名 北限のオリーブ加工施設整備計画 採択額 30,266千円 

地方公共団体名 宮城県石巻市（いしのまきし） 

事業概要 

オリーブの栽培、加工は東北地方では例が少ないが、震災後、離農者対策の一つとして実証栽培に力を入れてき

た。搾油、加工施設を整備することにより、高品質なオリーブオイルの生産、関連商品の開発に努め、「北限のオリ

ーブ」ブランドの確立を目指す。 

 また、県内の大学と連携して、加工施設から発生する搾りかすや葉パウダーを養殖漁業の飼料として活用する研

究を推進し、農業と水産業の一体的な振興を図る。 

 

 

  



 

観光振興 

事業名 次世代に平和をつなぐ拠点整備事業 採択額 207,474千円 

地方公共団体名 熊本県錦町（にしきまち） 

事業概要 

 太平洋戦争中に建築された人吉海軍空港基地の現存する施設を、「山の中の海軍の町にしき ひみつ基地ミュー

ジアム」として整備している。 

現状では大人数での修学旅行や団体客の受け入れが出来ないため、新たに大人数を収容可能な学習スペースや戦

争体験談動画等を上映するスペース等を有する施設を整備し、平和教育と戦争遺構観光の融合を深化させ、修学旅

行客・団体客向けのツアーを実施することで、観光消費額の増加に寄与する。 

 

 

事業名 
「いわき七浜海道」を軸としたサイクルツーリズムリノベーションプロジェ

クト 
採択額 139,285千円 

地方公共団体名 福島県いわき市 

事業概要 

海の観光に係る交流人口は、東日本大震災の影響から、集客力が低下している状況である。 

市営宿泊施設「新舞子ハイツ」は、海岸線を活かしたサイクリングロード「いわき七浜街道」の中間に位置して

おり、この地の利を生かし、サイクリングツーリズムの拠点となるサイクルステーションとしての機能を整備し、

サイクリング・パラサイクリングを軸とした交流人口の拡大を推進するとともに、各種スポーツ合宿や海岸線の観

光拠点としての魅力を高め、地域の賑わい創出を図る。 

  



 

地方への人の流れ 

事業名 
地域資源カーリングを活用した知名度向上と交流人口拡大のための拠点整

備プロジェクト 
採択額 595,764千円 

地方公共団体名 北海道北見市（きたみし） 

事業概要 

北見工業大学の最先端スポーツ科学研究を実用化した、世界初となる最先端スポーツ科学に基づく通年型のカー

リングホールを整備する。 

国内外からの長期滞在型の合宿誘致等により、冬季間の交流人口の増加を通じ、宿泊業、飲食サービス業等の収

益拡大、雇用創出等を図る。また、本施設は日本カーリング史上初となる五輪銅メダルを獲得した女子カーリング

チーム・ＬＳ北見（現・ロコ・ソラーレ）の新たなトレーニング拠点となる予定であることから、カーリングをは

じめとするスポーツ人口の拡大、地域の賑わい創出を図る。 

 

 

事業名 田舎暮らしお試し住宅建設事業 採択額 31,500千円 

地方公共団体名 長野県伊那市（いなし） 

事業概要 

伊那市では、これまでの取組の成果として市内に移住を希望する相談が増えているが、紹介できる空き家が不足

しており、移住を断念するケースが発生している。 

移住希望者の移住体験や住宅を取得するまでの間の短期滞在施設として「田舎暮らしお試し住宅」を整備すると

ともに、移住希望者と地域住民との交流イベントを開催するなど、移住から定住に結び付けていく。 

 

 

  



 

働き方改革 

事業名 秘境の未来を変えるイノベーション拠点施設整備計画 採択額 357,419千円 

地方公共団体名 宮崎県椎葉村（しいばそん） 

事業概要 

村の中心部に地域資源を活かした商品開発や IoT人材育成を行うためのファブラボ（fabrication laboratory）、

テレワーク及びＷＥＢ会議のスペースや住民の交流ラウンジなど、多様な複合機能を有する施設を整備する。 

さらに、村外からの利用者向けに宿泊機能も備えており、企業の研修施設や学生の合宿施設としての活用も可能

であり、交流人口の拡大や地域の賑わい創出に寄与する。 

 

 

事業名 テレワーク環境整備事業 採択額 40,433千円 

地方公共団体名 長野県塩尻市（しおじりし） 

事業概要 

テレワーカーの拠点施設「テレワークステーションＫＡＤＯ」について、子育て中の女性など一人でも多くの人

が利用できるよう、大幅に拡張（約 100席→約 200席）する。 

さらに、既存施設を含めてユニバーサルデザインに基づいた改装を行い、障がい者や高齢者も働きやすいワーキ

ングスペースとすることで、テレワークによる就労等の増加につなげる。 

 

 

  



 

まちづくり 

事業名 廃校を利用した地域活動拠点の整備計画 採択額 49,846千円 

地方公共団体名 北海道蘭越町（らんこしちょう） 

事業概要 

 地域住民にとってなじみ深く、地域の拠点として住民が足を運びやすく、交流しやすい旧小学校をリニューアル

し、地域活動の拠点とする。 

町内会組織が主体となり、地域住民の集会やイベント、高齢者の憩いの場としての活用のほか、児童・生徒を対

象とした「農業伝承塾」や若手や新規の就農者を対象とした「米作り教室」の開催など、多世代が集い、学ぶ場所

として活用する。 

 

 

事業名 まちなか賑わい創出拠点施設整備事業 採択額 38,395千円 

地方公共団体名 福島県桑折町（こおりまち） 

事業概要 

 中心市街地は経営者の高齢化や後継者不足により空き店舗が増加傾向となっている。 

起業・創業を目指す若者世代や子育て世代などに対する支援として「チャレンジショップ」を整備し、起業前後

のスタートアップ期間を支援するとともに、チャレンジショップでの経験を踏まえて自分の事務所や店舗を希望す

る者には、中心市街地の空き店舗をリノベーションして活用することを促し、市街地の活性化につなげる。 

 

 



（別紙４）

＜１．共同事業分＞

神奈川県

神奈川県秦野市

福井県若狭町

福井県美浜町
三方五湖に浮かぶ天空テラス整備計画～自然・人・文化をつなぐ天空の架け橋～ 155,700

地方創生拠点整備交付金の対象事業一覧

地方公共団体名 交付対象事業名 採択額（千円）

「都心に近い山岳スポーツの聖地」を目指すまちづくり 159,011



北海道 歴史的建造物を活用した酒蔵ツーリズム拠点整備事業 172,382

北海道北見市 地域資源カーリングを活用した知名度向上と交流人口拡大のための拠点整備プロジェクト　※ 595,764

北海道三笠市 三笠市運動公園交流促進事業 249,000

北海道深川市 深川市「学びと集いの郷」合宿施設及びトレーニング施設整備事業 99,000

北海道恵庭市 「花ロードえにわ」（道の駅）と農畜産物直売所による農商工等連携拠点整備事業 136,668

北海道恵庭市 子育て支援、教育、観光を融合させた花のまちづくり拠点（センターハウス）整備事業 96,470

北海道松前町 松前肉牛改良センター整備プロジェクト 197,147

北海道寿都町 耕作放棄地ハウス再生による地域しごと創出及び農村活性化プロジェクト 25,000

北海道蘭越町 廃校を利用した地域活動拠点の整備計画 49,846

北海道幌加内町 日本一の蕎麦の里・観光拠点ブランディング事業 197,727

北海道利尻富士町 移住・定住促進住宅整備計画 95,339

北海道斜里町 職種、世代をこえて知床でつながる。知床世界自然遺産ボランティア拠点施設再整備プロジェクト 31,702

北海道遠軽町 森林資源を活用した観光の拠点となる道の駅整備計画 25,000

北海道興部町 観光・小さな拠点施設整備事業 1,192

北海道上士幌町 農業者所得向上のための加工販売拠点整備計画 591,591

北海道上士幌町 生涯活躍のまち　上士幌シェアオフィス整備計画 23,678

北海道更別村 子どもの居場所づくり拠点整備プロジェクト（更別地区） 76,956

北海道池田町 町のシンボル「ワイン城」総合イノベーション事業 192,150

青森県 青森県ながいも原原種維持増殖拠点施設整備計画 87,215

青森県八戸市 蕪島エントランス整備事業 87,682

青森県鶴田町 鶴の舞橋周辺施設・観光機能強化事業 199,597

岩手県 ヘルスケア産業集積拠点整備計画 673,350

岩手県 スポーツクライミングの国内拠点化整備計画 196,747

岩手県雫石町 鶯宿温泉スポーツエリア拠点（旧南畑小学校）整備計画 28,887

宮城県石巻市 北限のオリーブ加工施設整備計画 30,266

宮城県七ヶ宿町 食資源と結ぶ観光施設機能強化事業 49,132

宮城県柴田町 太陽の村冒険遊び場キッズバイクパーク整備事業 65,000

宮城県加美町 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会「復興ありがとうホストタウン」を契機とするユニバーサル・スポーツ拠点施設整備事業（中新田Ｂ＆Ｇ海洋センター） 34,329

宮城県加美町 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会「復興ありがとうホストタウン」を契機とするユニバーサルツーリズム拠点施設整備事業（やくらいコテージ） 9,725

秋田県秋田市 創業支援拠点整備事業 19,258

山形県鶴岡市 「旧いこいの村庄内」を拠点とした農業人材育成拠点整備事業 189,753

山形県寒河江市 柴橋地区多世代交流センター整備事業 199,558

山形県長井市 長井市まちなか交流施設整備事業 87,892

山形県天童市 高齢者健康福祉施設整備計画 316,430

山形県舟形町 地方創生型若者向け定住・移住モデル事業 56,700

山形県白鷹町 鮎貝地区地域交流商業施設整備計画 45,380

山形県三川町 子育て環境の充実を図るための三川町子育て交流施設整備事業 612,360

福島県 福島県ハイテクプラザ　航空・宇宙産業集積拠点整備事業 7,128

福島県いわき市 「いわき七浜海道」を軸としたサイクルツーリズムリノベーションプロジェクト 139,285

福島県須賀川市 特撮のまちすかがわ拠点施設整備事業 137,753

福島県二本松市 体験イベント等観光拠点整備事業 20,830

福島県桑折町 まちなか賑わい創出拠点施設整備事業 33,395

茨城県 つくば創業プラザ分室整備事業 31,240

茨城県 茨城県フラワーパークワークショップ施設整備事業 35,715

茨城県 さつまいも先進的生産技術研究拠点整備事業 10,122

＜２．通常事業分＞

地方公共団体名 交付対象事業名 採択額（千円）



地方公共団体名 交付対象事業名 採択額（千円）

茨城県日立市 ひたちの科学を軸としたまちの賑わい創出事業　※ 536,475

茨城県日立市 日立駅前再活性化事業 50,000

茨城県常陸太田市 金砂ふるさと体験交流施設整備事業 37,833

茨城県大洗町 大洗おもてなし観光交流センター整備事業 30,417

茨城県境町 河岸の街さかい復興プロジェクト～子育て拠点・コワーキングスペース整備事業～ 49,990

茨城県境町 河岸の街さかい復興プロジェクト～「河岸の駅さかい」機能向上事業～ 23,498

茨城県境町 河岸の街さかい復興プロジェクト～アルゼンチン共和国との友好交流を活かした地域活性化拠点施設整備事業～ 19,990

茨城県境町 河岸の街さかい復興プロジェクト～全天候型子育て世帯等交流施設整備事業～ 78,644

栃木県 機能性材料等分析評価支援拠点強化事業 89,621

栃木県 次世代型園芸人材育成事業 118,224

栃木県鹿沼市 いちご市かぬまの多世代交流拠点施設整備事業 27,113

栃木県小山市 小山市渡良瀬遊水地エコ・アグリツーリズム推進拠点整備事業 37,430

栃木県真岡市 まちの賑わい創出に資する観光起点再整備事業 10,000

栃木県那須塩原市 道の駅「湯の香　しおばら」地域資源総合管理施設整備事業 107,525

栃木県高根沢町 元気あっぷむら道の駅登録に伴う複合拠点施設整備事業 194,503

群馬県 アーチェリーを活用した地域活性化拠点整備 69,174

群馬県 次世代繊維産業支援施設整備 54,015

群馬県上野村 特産品「イノブタ」による地域経済活性化事業 74,740

群馬県神流町 農林水産物出品者所得向上プロジェクト 91,215

群馬県嬬恋村 地域交流拠点を核とした地域産業振興計画 49,331

埼玉県北本市 (仮称)北本農家テラス(北本市農業ふれあいセンター)整備プロジェクト 63,309

千葉県柏市 地域振興拠点「道の駅しょうなん」再整備計画 193,965

千葉県酒々井町 プリミエール酒々井増築工事事業 91,494

神奈川県小田原市 切れ目のない発達支援を軸とした「子どもを育てたいまち」推進事業～地域・家庭での育ちや暮らしを支える生活モデル支援～ 14,999

神奈川県南足柄市 南足柄市地域振興拠点施設整備計画 186,450

神奈川県湯河原町 （仮称）海の見える弓道場整備事業 10,669

新潟県 畜産研究センター　スマート酪農施設整備事業 153,503

新潟県湯沢町 ～安心して子育てできる「雪国」湯沢町～　屋内児童遊園「雪ん子（仮称）」整備計画 11,657

富山県 県内における環境・社会工学分野の人材育成・供給及び産学官連携のための拠点整備計画 45,653

富山県 富岩水上ライン新艇就航と合わせた新たな待合所整備計画 18,500

富山県 富山県農林水産総合技術センター食品研究所発酵食品開発ラボ(仮称)整備事業 119,485

富山県氷見市 ひみ自然体験・こども「遊」発型働き方改革推進拠点整備計画 260,039

石川県 農業食品産業の活性化のための研究支援・人材育成拠点整備計画 68,100

石川県 木場潟公園魅力向上整備事業 31,000

石川県 「いしかわ園芸農作物」の優良種苗の供給拠点施設整備事業 62,714

石川県 「輪島海女採りあわび・さざえ」ブランド化に向けた種苗増産施設整備計画 145,000

石川県七尾市 和倉温泉お祭り会館（仮称）整備事業 166,741

石川県内灘町 （仮称）内灘町産業支援センター整備計画 131,500

福井県坂井市 丸岡バスターミナル周辺整備計画 131,428

福井県坂井市 農産物の情報発信ターミナル「いねす」整備計画 183,478

山梨県丹波山村 丹波山村水源公園再生事業「川の駅ゾーニングプロジェクト」 17,086

山梨県丹波山村 単身者向け移住促進住宅の建設による空き家の有効活用活性化事業 37,065

長野県長野市 長野市国民宿舎松代荘改修事業 155,889

長野県長野市 人と動物を魅了する地域固有の自然景観を活かした茶臼山動物園展示施設再整備 62,500

長野県伊那市 産業と若者が息づく拠点整備事業 153,200

長野県伊那市 田舎暮らしお試し住宅建設事業 31,500



地方公共団体名 交付対象事業名 採択額（千円）

長野県塩尻市 テレワーク環境整備事業 40,443

長野県東御市 地ビール製造工場大規模改修事業 275,000

長野県東御市 東御市湯の丸高原スポーツ交流施設魅力アップ事業 57,500

長野県東御市 官民一体となった健康づくりプラットホーム整備のための健康増進施設リノベーション事業 38,500

長野県青木村 「誇らしき我が郷土再発見」 偉人に学ぶ人材育成プロジェクト 83,006

長野県長和町 長和町道の駅エリア再整備による地域農業・地域産業活性化事業 195,239

長野県下諏訪町 下諏訪町「諏訪湖活用拠点」施設整備計画 122,694

長野県富士見町 移住交流につながる滞在・交流拠点整備計画 37,578

長野県南箕輪村 生涯活躍いきいき交流拠点整備計画 28,050

長野県松川町 およりての森から始まるヘルスツーリズム拠点整備事業 34,945

長野県松川町 松川町総合交流促進施設観光拠点整備事業 9,240

長野県松川町 「みんないっしょ」の生涯活躍のまちづくり事業 97,125

長野県阿南町 道の駅信州新野千石平を拠点とした地域ブランド力強化　施設整備計画 82,722

長野県売木村 道の駅の小さな拠点魅力化事業 42,600

長野県大鹿村 大鹿村塩の里整備事業 51,149

長野県木曽町 義仲の里農山村体験交流事業による地域再生計画 5,780

長野県小谷村 おらが住みたい！モデル集落整備計画 301,216

岐阜県 イチゴの競争力強化のための優良種苗の安定供給拠点施設の整備 66,000

岐阜県 大型マス振興のためのマス類研究飼育施設整備計画 41,000

岐阜県 新規発生病害虫への対応力強化のための施設整備 65,500

岐阜県 「森林総合教育センター（仮称）」センターハウス整備事業 51,500

岐阜県 外国人技能検定受験者の増加に対応した技能検定会場（岐阜県人材開発支援センター（第4棟））の整備 58,635

岐阜県 「スポーツ立県・ぎふ」推進拠点整備 154,645

岐阜県美濃市 官民連携による歴史的建造物の観光施設への再生事業 49,988

静岡県 専門職大学整備計画 40,277

静岡県磐田市 市民が集う新たな拠点整備 9,335

愛知県 あいちのスマート農業技術拠点整備事業【農業総合試験場】 86,305

愛知県 あいちのスマート農業技術拠点整備事業【東三河農業研究所】 43,147

愛知県 あいちのスマート農業教育拠点施設（ＩＣＴ温室）整備事業 57,257

愛知県安城市 デンパークフローラルプレイスリニューアル整備事業 185,700

愛知県蒲郡市 市民総活躍に向けた多世代交流・地域の学び拠点整備計画 91,750

愛知県犬山市 伝統文化を活用した観光コンテンツ造成のための施設整備計画 66,145

三重県名張市 名張版スポーツツーリズム拠点整備事業 8,398

三重県鳥羽市 鳥羽市スポーツ・文化交流拠点整備事業　※ 457,196

三重県鳥羽市 藻類研究を核とした多分野連携による鳥羽市水産研究所機能強化計画 152,501

三重県伊賀市 栄楽館施設改修工事 42,739

三重県伊賀市 「肉の横綱　伊賀牛」振興拠点整備計画 94,695

三重県御浜町 道の駅パーク七里御浜周辺エリアビジターセンター整備プロジェクト 38,750

滋賀県 ふるさとのセタシジミ増殖拠点整備事業 9,907

滋賀県守山市 保育士等人材育成施設整備事業 20,927

滋賀県甲賀市 多世代活躍・交流拠点整備 165,132

滋賀県高島市 ビワイチ拠点施設整備計画（農業公園マキノピックランドの２） 43,952

京都府 京都スタジアム ＶＲ・eスポーツ交流施設整備計画 156,000

京都府 「角倉了以の水運」体験施設整備 60,000

京都府福知山市 「『知の拠点』整備構想」産学官連携拠点整備プロジェクト 103,569

京都府南丹市 文化交流施設整備によるまちの賑わい創出事業 181,039



地方公共団体名 交付対象事業名 採択額（千円）

京都府与謝野町 温泉を核とするヘルスツーリズムによる京都府北部地域観光ハブ拠点整備事業 168,031

大阪府箕面市 箕面滝道観光拠点施設「橋本亭」整備事業 51,243

兵庫県 兵庫の歴史系ミュージアム等整備事業 150,945

兵庫県 演劇分野における人材育成拠点整備事業 184,375

兵庫県 データサイエンスを活用した革新的材料開発拠点整備事業 180,000

兵庫県 介護ロボット等導入支援モデル事業 34,000

兵庫県 兵庫楽農生活センター機能強化拠点整備計画 191,475

兵庫県 考古博物館加西分館増築事業 168,636

兵庫県 県民交流の場となる『播磨大中古代の村』基盤整備活性化事業 23,511

兵庫県神戸市 閉園幼稚園を活用した「地域の方の働く場」及び「地域活性化の場」の整備 58,363

兵庫県明石市 あさぎり・おおくら地域総合支援センター整備事業 146,564

兵庫県丹波市 氷上回廊水分れフィールドミュージアム拠点整備事業 143,825

奈良県三郷町 地域資源を活用したローカルベンチャープロジェクト 195,554

奈良県高取町 増田邸跡拠点施設整備事業 16,050

奈良県上牧町 空き家を活用したまち・ひと・しごと再生モデル事業 12,195

奈良県上北山村 村の新たな働き場とユネスコエコパーク・日本遺産へ誘う拠点整備事業 286,000

和歌山県 ICTを活用したイチゴ・トマトの高収益技術開発および生産振興施設整備計画 100,454

和歌山県 統合環境制御による地域特産野菜・花きの施設園芸の新たな技術開発および生産振興施設整備計画 199,153

和歌山県 多様なニーズに対応した林業用種苗等育苗技術開発および普及拠点施設整備計画 23,901

和歌山県広川町 広川町ふれあいコミュニティセンター(仮称)整備事業 104,773

鳥取県若桜町 若桜鉄道若桜駅駅舎改修事業 10,011

鳥取県若桜町 若桜鉄道若桜駅前店舗整備事業 38,187

鳥取県八頭町 八頭町まるごとスポーツパーク構想推進事業 21,850

島根県 島根の歴史文化を活用した地域活性化プロジェクト 199,856

島根県松江市 松江・森の演劇ゾーン整備計画 24,276

島根県松江市 松江城周辺観光魅力創造拠点整備事業 19,885

島根県雲南市 小さな拠点（久野交流センター）整備による交流・子育て・福祉事業等連携促進  59,486

島根県川本町 定住・関係人口の拡大による人財確保プロジェクト 311,093

岡山県 岡山県立美術館展示自由度向上・魅力アップ事業 96,678

岡山県岡山市 元気です“おかやま”～バス・ゲートウェイ整備事業～　 31,054

岡山県岡山市 造山古墳が結ぶ・日本遺産群広域連携拠点整備プロジェクト 24,181

山口県田布施町 田布施町農水産物ブランド拠点強化事業 54,923

徳島県 里山の「宝」を再発見！にぎわい拠点整備事業 75,650

徳島県美馬市 郡里地域コミュニティー拠点施設整備事業 50,814

徳島県藍住町 藍染め普及支援事業拠点「（仮称）勝瑞藍工房」の整備 7,500

徳島県板野町 「（仮称）道の駅いたのにおける地域振興施設整備事業」 482,171

香川県 さぬきこどもの国施設整備事業 24,161

愛媛県西予市 ジオの恵み！ジオリゾートプロジェクト 196,653

愛媛県西予市 せいよ「チャレンジ・スペース」プロジェクト～生涯活躍できるまち～ 107,143

愛媛県内子町 保護者の就労と子育てを支援する幼保連携型認定こども園整備プロジェクト 26,824

高知県 担い手育成畜舎整備による土佐あかうしの生産性向上事業（高知県畜産試験場） 119,658

高知県土佐町 カヌーのまちづくり事業～ミズデイキルまち土佐町の挑戦～（仮） 65,340

高知県いの町 清流仁淀川を活かした体験型観光磨き上げ事業 46,613

福岡県 福岡ブランド「博多和牛」のブランド力強化と生産性向上のための研究拠点整備計画 125,000

福岡県 国際水準の農業生産工程管理（ＧＡＰ）の実践力を備えた農業者の所得向上を図るための施設整備計画 69,861

福岡県 気候変動に対応した高品質な「福岡有明のり」の生産技術の拠点化計画 1,512



地方公共団体名 交付対象事業名 採択額（千円）

福岡県 種苗生産の安定化を図るための拠点整備計画 56,311

福岡県北九州市 三郎丸市民センターを拠点とした「生涯活躍のまち」フラッグシップモデル整備事業 73,950

福岡県北九州市 北九州市立文学館魅力向上計画 23,877

福岡県八女市 道の駅たちばな食のスペース（仮称）整備計画 140,226

福岡県東峰村 ゲストハウス拠点整備計画（古民家ゲストハウス） 32,740

福岡県東峰村 ゲストハウス拠点整備計画（ケータリング施設兼レストラン） 38,250

佐賀県 地域に所得を生み出すイチゴの生産性向上技術の確立とその技術を普及させる人材育成のための研究・研修施設整備事業 64,399

長崎県平戸市 （仮称）平戸観光交流センター整備事業 94,775

熊本県 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おける中核拠点整備プロジェクト 157,411

熊本県人吉市 人吉生産性向上協創拠点整備計画　～”人吉球磨スタイル”ローカルイノベーション協創拠点を目指して～ 147,500

熊本県上天草市 湯島交流拠点施設整備事業 66,900

熊本県天草市 宮地岳観光交流施設整備事業 132,500

熊本県甲佐町 稼げる交流拠点施設（仮称）ＲＩＶＥＲ　ＣＯＭＭＯＮ　ＭＩＤＯＲＩＫＡＷＡ整備計画 86,523

熊本県錦町 次世代に平和をつなぐ拠点整備事業 207,474

熊本県相良村 相性が良くなる村　柳瀬石倉整備事業 85,211

大分県豊後高田市 長崎鼻リゾートキャンプ場施設整備計画「第２章　癒しの森へ」 115,204

大分県豊後高田市 長崎鼻リゾートキャンプ場施設整備計画「デジタルアートを活用した新たな誘客促進事業」 75,000

大分県杵築市 「生涯生産者のまちづくり」を支える小さな拠点形成に資する山浦地区施設整備計画 103,924

宮崎県串間市 エコツーリズム活動拠点施設整備計画 136,329

宮崎県椎葉村 秘境の未来を変えるイノベーション拠点施設整備計画 357,419

宮崎県五ヶ瀬町 五ヶ瀬町観光拠点施設整備 35,679

※は基金事業として採択されたもの


	00_拠点整備交付金公表資料（連絡先なし）
	00-1_地方創生拠点整備交付金【案とれ】_更新済み 
	スライド番号 1

	01_（別紙１）有識者名簿（拠点）_更新済み
	02_（さしかえ）（別紙２）都道府県別・市区町村別交付対象事業件数r2
	別紙2（合計） (2)
	別紙2（県） (2)
	別紙2（市） (2)

	03_ （別紙３）特徴的取組事例（表紙・本文統合）_追加_v6
	04_（さしかえ）（別紙４）拠点整備交付金採択事業リスト_更新済みrr
	事業一覧（共同）
	事業一覧（単独）




