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地方創生加速化交付金の交付対象事業の決定について 

平成 28 年 3 月 18 日 

内閣府地方創生推進室 

地方創生加速化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 

一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策（平成 27 年 11 月 26 日一億

総活躍国民会議決定）を踏まえ、緊急対応として、「地方版総合戦略」に位置付けられ

た先駆的な取組の円滑な実施を支援する。 

２．対象事業 

原則として、以下の（イ）に掲げる事業分野のいずれかに該当し、（ロ）に掲げる事

業の仕組みを全て備え、先駆性を有する事業を対象事業とする。 

（イ）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づけられた（ないしは位置

づけられる予定である）事業であって、地域のしごと創生に重点を置きつつ、一億

総活躍社会実現に向けた緊急対策にも資する、効果の発現が高い分野を対象とする。 

  具体例は、以下のとおりである。 

(1)しごと創生・・・ITを活用した中堅・中小企業の生産性向上や新事業促進、 

農林水産品の輸出拡大、観光振興（DMO）、対日投資促進 等 

(2)地方への人の流れ・・・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・・・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 等 

（ロ）事業の仕組み 

(1) 地域経済分析システム（RESAS）の活用などによる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) 効果の検証と事業の見直しの結果について、公表するとともに、国に報告す

ること。 
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３．評価方法 

評価に当たり、先駆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

等の評価基準に基づき、個々の事業について評価を行い、交付対象事業を決定した。 

※先駆性の評価基準 

以下の点から、他の地方公共団体の参考となる先駆的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、将来的に行政からの補助金等に頼らずに、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。

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。また、単に協働するにとどまらず、民間からの資金（融資や出資な

ど）を得て行うことがあれば、より望ましい。

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。

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。また、利用者から見て意味あるワンストップ型の窓口等の整備を行う事業

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、リーダーシップを持つ人材がそ

の力を発揮できる体制を有した推進主体であることが望ましい。

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を目指すものであること。

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、地域性又は直接性）の観点や新規性など、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。

４．交付対象事業（分野別、都道府県別、市区町村別） 

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、市区町村別の対象事業は、別紙１のとおりである。 

分野 

交付対象事業数（件） 交付予定額（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 1,015 175 840 551 208 343 

地方への人の流れ 405 87 318 181 63 118 

働き方改革 85 14 71 35 13 21 

まちづくり 421 15 406 138 11 127 

合計 1,926 291 1,635 906 296 610 
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５．特徴的な取組事例 

交付対象事業のうち、特徴的な取組事例は、別紙２のとおりである。 

６．交付対象の事業一覧 

交付対象の事業一覧は、別紙３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通常事業分に区分）。 

７．当面のスケジュール 

３月下旬 ・交付決定 

８．第２次分について 

今回、第１次分として、906億円について交付対象事業を決定した。 

残りの 94 億円については、①申請事業が全て不採択となった市区町村、②広域連

携事業のみの採択で交付予定額が 3,000 万円以下の市区町村、③未申請の市区町村、

を対象に第２次分として交付予定である。 

第２次分の募集等の具体的なスケジュール等については後日連絡する。 



国

交付金（10/10）
都道府県
市町村

【想定される支援対象】
地域のしごと創生に重点を置きつつ、一億総活躍社会
実現に向けた緊急対策にも資する、効果の発現が高い
事業を対象。

〇 しごと創生・・・ITを活用した中堅・中小企業の
生産性向上や新事業促進、農林
水産品の輸出拡大、観光振興
（DMO）、対日投資促進 等

〇 人の流れ・・・生涯活躍のまち、地方創生人材
の確保・育成 等

〇 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

〇 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 等

○一億総活躍社会の実現に向けた緊急対応として、
「希望を生み出す強い経済」を実現するため、また、
「子育て支援」や「安心につながる社会保障」も含め
「新・三本の矢」の取組に貢献するため、地方創生
加速化交付金を創設するもの。

○地方版総合戦略に基づく各自治体の取組について、
上乗せ交付金等での特徴的な事例も参考にしつつ、
先駆性を高め、レベルアップの加速化を図る。

○ＫＰＩとＰＤＣＡサイクルを組み込んだ自治体の自主的・
主体的な取組を支援。

地方創生加速化交付金
２７年度補正予算計上額 1,000億円（新 規）

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

○各自治体が地方版総合戦略の取組の先駆性を高め、
レベルアップの加速化が 図られることにより、地方
における安定した雇用創出、地方への新しいひとの
流れ、まちの活性化など「目に見える地方創生」の
実現に寄与。

期待される効果

具体的な
成果目標
の設定

ＰＤＣＡ
サイクル
の確立

【参考】



地方版総合戦略の事業推進段階

【27年度】

26補正

基礎交付※

1,400億円

26補正
上乗せ交付

300億円

27補正
地方創生加速化交付金

1,000億円

年度

1,000億円
（事業費ベース2,000億円）

28当初
地方創生推進交付金

【28年度】

地方創生関係交付金の概要（イメージ）

地方版総合戦略の策定段階

○自治体の自主的・主体的な取組で、先導的なものを支援

○ＫＰＩ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

※人口、財政力指数等の客観的基準により交付

【26年度】
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（別紙１） 

地方創生加速化交付金における都道府県別、市区町村別一覧 

＜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） 交付予定金額（千円）

北海道 352 6,478,662

青森県 71 1,590,904

岩手県 45 1,690,303

宮城県 39 1,635,441

秋田県 40 1,628,756

山形県 59 1,802,392

福島県 69 2,352,170

茨城県 106 2,806,159

栃木県 76 1,768,558

群馬県 37 1,528,889

埼玉県 46 1,570,239

千葉県 81 2,088,475

東京都 44 1,354,138

神奈川県 74 2,002,020

新潟県 64 2,236,292

富山県 53 1,659,473

石川県 51 1,230,087

福井県 30 1,358,618

山梨県 32 1,364,619

長野県 211 3,679,787

岐阜県 111 2,246,173

静岡県 67 2,089,777

愛知県 55 1,927,575

三重県 71 1,809,926

滋賀県 52 1,671,634

京都府 82 2,291,318

大阪府 46 1,485,861

兵庫県 68 2,397,735

奈良県 62 2,228,548

和歌山県 45 1,833,460

鳥取県 74 1,777,161

島根県 42 1,486,352

岡山県 43 1,949,734

広島県 32 1,435,023

山口県 35 1,462,859

徳島県 32 1,408,850

香川県 32 1,396,047

愛媛県 28 963,488

高知県 75 2,150,925

福岡県 70 2,597,025

佐賀県 38 1,235,082

長崎県 47 1,470,023

熊本県 117 2,924,558

大分県 56 1,348,526

宮崎県 83 1,905,720

鹿児島県 107 2,387,977

沖縄県 22 843,105

合計 3,172 90,550,444

（注）広域連携事業に参加する団体に各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。（実際の申請事
業数2,744件に対する交付対象事業数は1,926件の70.2%。）
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＜都道府県分＞ 

 都道府県 交付対象事業数（件） 交付予定金額（千円）

北海道 14 901,842

青森県 4 614,000

岩手県 5 566,081

宮城県 6 688,283

秋田県 4 696,445

山形県 7 583,388

福島県 7 583,378

茨城県 7 766,559

栃木県 9 684,566

群馬県 9 561,880

埼玉県 6 373,273

千葉県 6 390,545

東京都 2 249,960

神奈川県 9 553,380

新潟県 7 669,748

富山県 7 804,793

石川県 5 708,776

福井県 5 739,406

山梨県 5 705,579

長野県 18 649,397

岐阜県 11 671,184

静岡県 5 667,083

愛知県 4 369,738

三重県 8 710,327

滋賀県 11 702,703

京都府 9 770,892

大阪府 4 264,805

兵庫県 6 700,337

奈良県 4 715,458

和歌山県 7 738,459

鳥取県 10 748,840

島根県 6 667,366

岡山県 7 647,191

広島県 6 624,194

山口県 11 798,471

徳島県 6 730,077

香川県 6 658,269

愛媛県 4 234,084

高知県 12 753,853

福岡県 12 686,888

佐賀県 12 620,873

長崎県 13 655,586

熊本県 14 817,578

大分県 13 635,716

宮崎県 16 762,032

鹿児島県 9 380,376

沖縄県 6 354,668

合計 374 29,578,327

（注）広域連携事業に参加する団体に各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。（実際の申請事
業数365件に対する交付対象事業数は、291件の79.7%。）
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＜市区町村分＞ 

 都道府県 交付対象事業数（件） 交付予定金額（千円）

北海道 338 5,576,820

青森県 67 976,904

岩手県 40 1,124,222

宮城県 33 947,158

秋田県 36 932,311

山形県 52 1,219,004

福島県 62 1,768,792

茨城県 99 2,039,600

栃木県 67 1,083,992

群馬県 28 967,009

埼玉県 40 1,196,966

千葉県 75 1,697,930

東京都 42 1,104,178

神奈川県 65 1,448,640

新潟県 57 1,566,544

富山県 46 854,680

石川県 46 521,311

福井県 25 619,212

山梨県 27 659,040

長野県 193 3,030,390

岐阜県 100 1,574,989

静岡県 62 1,422,694

愛知県 51 1,557,837

三重県 63 1,099,599

滋賀県 41 968,931

京都府 73 1,520,426

大阪府 42 1,221,056

兵庫県 62 1,697,398

奈良県 58 1,513,090

和歌山県 38 1,095,001

鳥取県 64 1,028,321

島根県 36 818,986

岡山県 36 1,302,543

広島県 26 810,829

山口県 24 664,388

徳島県 26 678,773

香川県 26 737,778

愛媛県 24 729,404

高知県 63 1,397,072

福岡県 58 1,910,137

佐賀県 26 614,209

長崎県 34 814,437

熊本県 103 2,106,980

大分県 43 712,810

宮崎県 67 1,143,688

鹿児島県 98 2,007,601

沖縄県 16 488,437

合計 2,798 60,972,117

（注）広域連携事業に参加する団体に各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。（実際の申請事
業数2,379件に対する交付対象事業数は1,635件の68.7%。）



地方創生加速化交付金の
交付対象事業における特徴的な取組事例

平成28年3月18日

内閣府 地方創生推進室

（別紙２）



○特徴的な事例一覧
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1

東日本大震災の経験・復興
プロセスを活用した交流活
動拠点づくり事業（廃校舎
の利活用）（岩手県陸前高
田市）

2

城下町高田の歴史・文化を
いかした「街の再生」～コン
パクトシティによるまちづくり
（新潟県上越市）

3
リノベーションまちづくり加
速化事業（静岡県沼津市）

4
元気育成にぎわいコムーネ
（自治都市）創出事業（大阪
府泉南市）

5
「金魚が泳ぐ城下町」賑わい
創出事業（奈良県大和郡山
市）

6
「みはら食　三本の矢」によ
る三原創生事業（広島県三
原市）

7

8

9

10

計 6

小さな拠点

6

DMO

1 3 4 5
観光振興ローカルイノベーション 農林水産業の成長産業化 地方移住・人材育成 生涯活躍のまちの推進 働き方改革

2 8

まちづくり

遠野市中心市街地再生を
基軸とした生涯活躍のまち
づくりプロジェクト～遠野
BREW　遠野物語第２章～
（岩手県遠野市）

「ゆざわ発新しい働き方」推
進（クラウドソーシング導
入・在宅ワーク推進）事業
（秋田県湯沢市）

東部地区暮らしがつづく集
落づくり事業（奈良県川上
村）

ジャパンブランド「健康長
寿」推進事業～“SAKU
Health-care model”の構
築・展開を目指して～（長
野県佐久市）

日本版DMO「美しい伊豆創
造センター」による広域観
光地域づくり事業（静岡県
函南町他12市町）

福島県北５市町誘客推進事
業（福島県福島市他４市町）

林業の再生に向けた多摩
産材活用モデル事業（東京
都八王子市）

飯田下伊那地域における
航空機産業分野の人材育
成と技術開発力の強化　広
域連携事業（長野県飯田市
他13町村）

生涯活躍のまち　上士幌創
生包括プロジェクト事業（北
海道上士幌町）

なでしこ応援・女性の活躍
推進事業（北海道、札幌
市）

人とモノの流れを再生する
小さな拠点整備事業（宮城
県七ヶ宿町）

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（東京都大田区）

中越文化・観光産業支援機
構（仮称）による歴史資源を
活かした観光振興（新潟県
長岡市他11市町）

海・山・川！！障がい者が
満喫するバリアフリーレ
ジャーと地域づくりの相互連
携事業（北海道、江差町他
６町）

地域商社を核としたマー
ケットイン地場産業構築・強
化によるしごと創生事業（山
口県長門市）

第２のふるさと・いばらきプ
ロジェクト推進事業（茨城
県、石岡市他15市町）

取手市創業支援事業「起
業家タウン☆取手」（茨城
県取手市）

十勝アウトドアブランディン
グ事業（北海道帯広市他18
市町村）

北海道くしろ地域･東京特別
区交流推進事業（北海道、
釧路市他７市町村、東京都
荒川区）

積丹の町村連携による地域
商社事業（北海道神恵内村
他２町村）

「大人の社会塾」を中心とし
た人材育成による地域活
性化事業（山形県高畠町他
６市町）

美馬市生涯活躍のまちモデ
ル推進加速化事業（徳島県
美馬市）

都市と地方をつなぐ就労支
援カレッジ事業（大阪府泉
佐野市、青森県弘前市）

ＳＡＴＯＹＡＭＡ　ＭＯＶＥＭＥ
ＮＴ拠点事業（島根県邑南
町）

津山版地域イノベーショ
ン・プラットフォームによる
強い産業の創出事業（岡
山県津山市）

京都府北部地域連携都市
圏広域観光推進事業（海の
京都ＤＭＯ地域活性化推
進）（京都府、福知山市他６
市町）

自転車による琵琶湖一周
「ビワイチ」による”体験型観
光ネックレス”創造事業 （滋
賀県、大津市他３市）

放棄田等利活用モデル（仮
称）綿の里を活用した「綿人
（わたびと）」づくり事業（兵
庫県加古川市）

南部町版ＣＣＲＣ推進事業
（鳥取県南部町）

女性が輝く！農村新産業
創出事業（長野県川上村）

地域商社「㈱西土佐ふるさ
と市」を核とした地域創造事
業（高知県四万十市）

美濃和紙ブランドの価値
向上・発信事業（岐阜県、
美濃市）

「世界遺産追加登録」を契
機とした外国人観光客の長
期滞在型周遊（和歌山県、
高野町他３市町）

「忍者」のマーケティング・
セールス推進事業（三重
県、神奈川県、長野県、滋
賀県、佐賀県他５市）

低温プラズマ技術実装化推
進事業（愛知県幸田町、豊
根村）

官民広域連携による創業・
子育て・教育応援等の施策
実行を通じた女性活躍地
域創業事業（熊本県合志
市他２市町）

日本一の創業県やまぐち
推進事業（山口県）

仁淀ブルーを活用したＤＭ
Ｏ観光地域づくりの連携事
業（高知県、いの町他５市
町村）

自伐型林業を核とした雇用
創出と地域活性化事業（加
速化）(高知県佐川町)

シングルペアレント受入事
業（島根県浜田市）

西粟倉ローカルベン
チャー増殖・拡大加速化
事業（岡山県西粟倉村）

山陰DMOの広域観光推進
事業（鳥取県、島根県）

「食」と「連携」による東九州
新時代創生事業～東九州
（延岡・佐伯）バスク化構想
～（宮崎県延岡市、大分県
佐伯市）

（仮称）曽爾村農林業公社と
地域創業の連携によるしご
と創生事業（奈良県曽爾村）

地域の仕事を増やす！え
ひめの産業力底上げ・強
化事業（愛媛県）

ＶＩＳＩＴあまくさ・しまばらプロ
ジェクト推進事業（熊本県、
長崎県他５市町）

香春町で実現「半農半Ｘ」プ
ロジェクト（福岡県香春町）

新産業創出支援事業（鹿児
島県日置市）

8 14 3 4 610 4

世界文化遺産登録に向け
た阿蘇草原再生プロジェクト
（熊本県、南小国町）
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（１）地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする 

ローカルイノベーション 

事業名 取手市創業支援事業「起業家タウン☆取手」 交付予定額 40,999千円 

地方公共団体名 茨城県取手市（とりでし） 

事業概要 

～「誰もが起業家応援社会」の実現に向けた取組～ 

20～30代の若年人口の市街への流出を防ぎ、街の活力につなげるため、インキュベーション施設の設置、セミナ

ーや創業スクールの開催、市内の金融機関、中小企業等の起業応援団による商品やサービスの低価格又は無償での

提供等、街ぐるみで起業を支援する。これらの地方創生先行型交付金の先駆的事業分（タイプⅠ）での取組に加え

て、起業者の紹介と起業応援団への参加を促すフリーペーパーの発行、他地域との交流強化により、地域を越えて

「誰もが起業を応援する」社会の実現を図っていく。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】起業家数：110人 

起業応援団参加企業数：150社 

【30年 3月】起業家数：270人 

起業応援団参加企業数：350社 

事業名 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 交付予定額 69,000千円 

地方公共団体名 東京都大田区（おおたく） 

事業概要 

～IoTを活用した大田区内外の工場ネットワークの構築～ 

機械金属加工の多様な企業が集積する大田区において、必要な専門性を有する企業が順次加工を加えて製品を完

成させる取組（この企業間ネットワークを仲間まわしという。）が、景気変動等による企業数の減少により、機能低

下に繋がる危険がある。そこで、生産管理に IoT技術を導入し、既存ネットワーク内の効率化、生産性向上、他地

域とのネットワークの形成等により、「IoT仲間まわし」として維持・発展させていく。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】IoT化ネットワークに参加した中小企業の共同受注額（製造品出荷額ベース）：５億円 

【33年 3月】IoT化ネットワークに参加した中小企業の共同受注額（製造品出荷額ベース）：50億円 
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事業名 
ジャパンブランド「健康長寿」推進事業～“SAKU Health-care model”の構

築・展開を目指して～ 
交付予定額 34,630千円 

地方公共団体名 長野県佐久市（さくし） 

事業概要 

～「健康長寿」ブランド確立による地域産業の活性化～ 

全国に先駆け予防医療に取り組んできた佐久市の「健康長寿」モデルを、保健医療システムの国際展開を通じた

地域経済活性化につなげるため、行政が国際展開時のパートナーとなる海外留学生を受け入れる仕組みを構築する

とともに、民間事業者が保健サービスとヘルスケア関連機器の輸出に向けた具体的な計画を策定する。また、これ

らの取組を進めるため、平成 30年の新法人設立に向けた準備を進める。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】新「健康長寿」プログラムに基づく研修視察の受け入れ人数：150人/年 

新「健康長寿」プログラムと連携する国内企業数：5社/年 

【33年 3月】新「健康長寿」プログラムに基づく研修視察の受け入れ人数：200人/年 

新「健康長寿」プログラムと連携する国内企業数：50社/年 

事業名 美濃和紙ブランドの価値向上・発信事業 交付予定額 22,957千円 

地方公共団体名 岐阜県、美濃市（みのし） 

事業概要 

～伝統産業の活性化を通じた地域のしごとづくり～ 

ユネスコ無形文化遺産に登録された本美濃紙の手漉和紙について、後継者育成のための研修（一般財源）、国際見

本市への出展による海外市場開拓等の地方創生先行型交付金の先駆的事業分（タイプⅠ）での取組に加えて、美濃

和紙のブランド戦略作りとプロモーションにより、更なる需要拡大を狙う。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】美濃和紙ブランドを使用できる「美濃和紙ブランド協働組合」加盟事業者の売上高合計 

１割増加（平成 25年度対比） 

【30年 3月】２割増加（平成 25年度対比） 
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事業名 津山版地域イノベーション・プラットフォームによる強い産業の創出事業 交付予定額 40,000千円 

地方公共団体名 岡山県津山市（つやまし） 

事業概要 

～イノベーション・プラットフォーム創設による地域経済活性化～ 

高い技術力やオンリーワンの企業が相当数あるが、大企業の下請け専業であるために、技術力の高さが収益性に

結び付いていないという現状に対して、平成 27 年４月に設立した「つやま産業支援センター」に地域の企業経営

者、技術者、農業従事者、高専の学生等が交流し、知識やノウハウを融合するイノベーション・プラットフォーム

を構築し、生産の自動化・省力化、マーケットニーズに基づいた製品開発等を通じて、企業を「付加価値発信型」

へと転換させ、若者の地域内就職、域外からの人材呼び込みと定着を促していく。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】支援対象企業群の生産高向上：10億円 

【32年 3月】支援対象企業群の生産高向上：200億円 

事業名 西粟倉ローカルベンチャー増殖・拡大加速化事業 交付予定額 88,500千円 

地方公共団体名 岡山県西粟倉村（にしあわくらそん） 

事業概要 

～森林などの地域資源を活用したローカルベンチャー創業・育成の加速化～ 

村が行う森林整備の過程で生まれる材料を元に、2008年以降で 30 を超えるローカルベンチャーが生まれている。

創業分野を林業から農業・水産業へと拡大させるためのベンチャースクールによる新規創業支援、木材を活用した

低価格での住宅供給方法の確立、木材の資源量の把握による木材供給体制の強化等を通じて、ローカルベンチャー

の取組を大きく育てるとともに、新しいベンチャーを生み出す仕組みを整えていく。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】創業者数：年間３人 

新しい木材供給体制を活用するベンチャーの数：10団体 

【33年 3月】創業者数：年間５人 

新しい木材供給体制を活用するベンチャーの数：20団体 
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事業名 日本一の創業県やまぐち推進事業 交付予定額 107,417千円 

地方公共団体名 山口県 

事業概要 

～「活力みなぎる山口県」の実現に向けた創業者のステージに応じた創業支援～ 

昨年、女性創業者へのコンサルティングのために、地元の金融機関、企業とともに共同設立した「女性創業応援

やまぐち株式会社」や女性創業セミナーの開催等、創業の準備段階からフォローアップまでをパッケージ化した支

援を行ってきた。これらの地方創生先行型交付金の先駆的事業分（タイプⅠ）での取組に加えて、顕在化してきた

女性創業者のニーズに応えるため、協働ワーキングスペースや協働オフィスを提供する「まちなか創業支援施設」

を設置する。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】女性創業応援やまぐち㈱のビジネスプランの事業受託契約に伴う創業数：10件 

女性創業セミナーの受講による創業数(平成 27年度からの累計)：52件 

【32年 3月】女性創業応援やまぐち㈱のビジネスプランの事業受託契約に伴う創業数：25件（累計） 

女性創業セミナーの受講による創業数：130件（累計） 

事業名 地域の仕事を増やす！えひめの産業力底上げ・強化事業 交付予定額 49,803千円 

地方公共団体名 愛媛県 

事業概要 

～直ちに実行可能で事業成果の早期実現が期待できる取組による更なる実需の創出～ 

行政は商談の場の設定やフォローアップを行い、民間事業者が主体的に販路拡大に向けた取組を進めるという役

割分担の下、食品や伝統的特産品等の商談会の開催、製造業の海外商談会への参加、食品のヨーロッパの商談会へ

の参加を支援していく。特に、海外販路開拓においては、経済団体や金融機関等と、商社勤務の経験を持つ知事が

連携してトップセールスを行うことにより、企業の「海外で稼ぐ力」を高めていく。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】県関与年間成約額：80億円 

 県関与年間成約額（上記成約額の内、ものづくりに係る海外成約部分）：4億円 

【31年 3月】県関与年間成約額：100億円 

県関与年間成約額（上記成約額の内、ものづくりに係る海外成約部分）：6億円 
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農林水産業の成長産業化 

事業名 積丹の町村連携による地域商社事業 交付予定額 170,100千円 

地方公共団体名 北海道神恵内村（かもえないむら）、岩内町（いわないちょう）、泊村（とまりむら） 

事業概要 

～取る漁業から育て・稼ぐ漁業への転換による持続可能な地域産業の創出・所得増大～ 

積丹地域の３町村が連携し、販路開拓においては、生産者ではなく流通のプロによる地域商社を設立して地域を

代表する水産資源（ナマコやウニ）のマーケティングや産地証明（トレーサビリティ）によるブランド化を進める

とともに、生産においては、回遊性のナマコを地域全体で海洋放流した養殖方法に取り組み、安定的に供給する体

制を整備していく。こうした地域商社による販路開拓と漁師による生産の分業体制によって、地域経済の復活を目

指す。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

（３町村） 

【29年 3月】水産物の輸出に係る海外企業との商談機会の創出：１件 

【32年 3月】ナマコ漁獲量（養殖）：29.55ｔ 

ナマコ売上高（乾燥）：2.95億円 

事業名 
地域商社を核としたマーケットイン地場産業構築・強化によるしごと創生事

業 
交付予定額 90,000千円 

地方公共団体名 山口県長門市（ながとし） 

事業概要 

～地域商社による中核産業の構築と地域雇用の創出～ 

農協、養鶏農協、漁協、市の４者が出資した地域商社「ながと物産合同会社」を核として、少量多品種生産の農

産物の販路開拓、マーケットニーズに沿った農水産物の生産、６次産業化、農商工連携による付加価値の高い商品

の開発を行う。これらの地方創生先行型交付金の先駆的事業分（タイプⅠ）での取組に加えて、生産者が集う拠点

施設として「ながと Lab」を開設し、商品開発や地域ブランド構築等を進めるとともに、商工会議所や金融機関と

連携し、地域での創業を後押しする。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】創業件数：10件 

【31年】  創業件数：10件 

【31年】新商品開発件数：50件 

【35年】新商品開発件数：70件 

※この２事業を含め、地域商社の立ち上げに向けた事業は、30事業（２県 30市町村）が交付対象事業となっている。 
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事業名 林業の再生に向けた多摩産材活用モデル事業 交付予定額 60,000円 

地方公共団体名 東京都八王子市（はちおうじし） 

事業概要 

～儲かる林業に向けた需給両面での官民協働施策の実施～ 

年輪密度が高く、構造材としての強度が高いとされているにもかかわらず、低価格での流通に留まっている多摩

産材について、流通過程における課題抽出とその対応、地域の事業者との共同による担い手育成事業、木育を通じ

た市民参加型での保全活動の推進とその拠点形成等を通じて、業として成立し得るビジネスモデルを構築してい

く。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】多摩木材センター（原木市場）売上額：195,000千円 

      緑地保全活動に参加した人数：1,000人 

【33年 3月】多摩木材センター（原木市場）売上額：215,000千円 

      緑地保全活動に参加した人数：2,000人 

 

事業名 低温プラズマ技術実装化推進事業 交付予定額 130,000千円 

地方公共団体名 愛知県幸田町（こうたちょう）、豊根村（とよねむら） 

事業概要 

～低温プラズマ技術を活用した高品質の農水産物開発によるブランド化～ 

農水産物における成長促進や減菌・殺菌への可能性が注目される低温プラズマ技術について、地方創生先行型交

付金の先駆的事業分（タイプⅠ）で行ったチョウザメ養殖の継続に加えて、幸田町はハウスいちごの高付加価値化

（殺菌効果による減農薬化、抗酸化作用の成分増加）を、豊根村は希少性が高く味がよい高級魚のヒメマスの養殖

を行うことにより、地域資源のブランドの確立と販売収入による事業の自立化を加速化する。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

（幸田町） 

【29年 3月】試作開発件数：１件、いちごの抗酸化値：30％増 

【32年 3月】試作開発件数：４件、いちごの平均単価：20％増 

（豊根村） 

【29年 3月】チョウザメ養殖参画者：８名、チョウザメ販売：1,000千円 

【32年 3月】チョウザメを含む淡水魚養殖参画者：20名、チョウザメとヒメマスの販売：50,000千円 
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事業名 
放棄田等利活用モデル（仮称）綿の里を活用した「綿人（わたびと）」づくり

事業 
交付予定額 15,000千円 

地方公共団体名 兵庫県加古川市（かこがわし） 

事業概要 

～安心な靴下の販売と綿花栽培による休耕田の解消～ 

江戸時代まで盛んであった綿花栽培を復活させた地場産品の靴下は、その原料である綿が無農薬で生産されてお

り、環境に配慮した商品としての注目を集めている。綿花栽培と付加価値の高い靴下の販売を新たなローカル産業

クラスターとして育成していくため、関係者が集う拠点（ファーマーズオアシス）の整備と、生産指導を行うワー

クショップを通じて、綿花の栽培面積の拡大による耕作放棄地の解消、担い手（「綿人」）の確保・所得拡大を目指

していく。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】移住者数：10人 

綿花の耕作面積：50,000㎡ 

【32年 3月】移住者数：30人  

綿花の耕作面積：140,000㎡ 

事業名 （仮称）曽爾村農林業公社と地域創業の連携によるしごと創生事業 交付予定額 80,000千円 

地方公共団体名 奈良県曽爾村（そにむら） 

事業概要 

～全村挙げての多様なしごとの創生～ 

2040年には 1,000人を切り、2060年には 300人程度となることが予想される曽爾村において、年間約 50万人が

訪れる観光客の消費額を 1,000円から 3,000円へと引き上げることを当面の目標に、農林業従事者等の出資により

農林業公社を創設し、常勤職員 40 名と村を支える団体に成長してきた観光振興公社の取組と連携して、主要作物

（米、トマト、ホウレンソウ等）のブランド化や販路開拓を進めるとともに、選別の過程で生じる規格外の米を活

用した軽投資による米焼酎製造（電気毛布による麹づくり等）等の集落創業を数多く支援することにより、全村を

あげて地域に多様な仕事の場を創出し、村の存続を図る。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】創業数：１団体（平成 27年：０団体） 

【32年 3月】ブランド品：５品種（平成 27年：０品種） 

創業数：３団体 
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事業名 自伐型林業を核とした雇用創出と地域活性化事業（加速化） 交付予定額 63,744千円 

地方公共団体名 高知県佐川町（さかわちょう） 

事業概要 

～自伐型林業の加速化による事業者の所得向上と担い手の創出～ 

地方創生先行型交付金の先駆的事業分（タイプⅠ）で行ってきた町産木材を活用した新商品作りの拠点となるも

のづくり大学の運営に加えて、自伐林家による森林間伐の効率化のために森林のレーザー解析により資源量を把握

するシステムを導入し、事業者の所得向上と担い手の創出に取り組むなど、自伐型林業（※）を加速化させていく。 

※自伐型林業：森林所有等の分業体制ではなく、森林の経営や管理、施業を一貫して自ら行う林業 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】間伐面積：30ha、ものづくりによる商品開発：1件 

【32年 3月】間伐面積：200ha、ものづくりによる商品開発：5件 

事業名 香春町で実現「半農半Ｘ」プロジェクト 交付予定額 23,678千円 

地方公共団体名 福岡県香春町（かわらまち） 

事業概要 

～「半農半Ｘ」のライフスタイルを応援する総合的支援体制の構築～ 

田舎暮らしを希望する都市部の若者をターゲットに、空き家情報の提供、農業における生産から出荷までのサポ

ート、移住後の交流拠点や移住相談窓口の整備を行い、農業に従事しながら別の仕事にも従事する「半農半Ｘ」の

ライフスタイルを求める人を総合的に支援する体制を構築する。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】宅配売上高：28,200千円（28年 3月見込：20,000千円） 

【32年 3月】宅配売上高：50,800千円 

就農者数：12人 

移住者数：20人 
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事業名 世界文化遺産登録に向けた阿蘇草原再生プロジェクト 交付予定額 45,200千円 

地方公共団体名 熊本県、熊本県南小国町（みなみおぐにまち） 

事業概要 

～草原再生の取組による持続可能な地域経済の確立～ 

世界農業遺産に認定された日本一の面積を誇る阿蘇草原であるが、野焼き等の維持の負担者と観光事業者等の受

益者が一致していないこともあり、草地面積の減少に繋がっていた。野焼き支援体験を含めたボランツーリズム（ボ

ランティアと旅行を掛け合わせたもの）の開発、あか牛の周年放牧と販売拡大、草原野草の堆肥利用等によって、

野焼きや草原維持がビジネス面でも好影響をもたらし、将来的にも持続可能な循環システムの確立を目指す。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

（熊本県） 

【29年 3月】野焼き放棄地における再開地面積：70ha 

ボランツーリズム参加者数：120名 

【38年 3月】野焼き放棄地における再開地面積：400ha 

ボランツーリズム参加者数：200名 

（熊本県南小国町） 

【29年 3月】草地面積の拡大：放牧面積２ha拡大 

【32年 3月】草地面積の拡大：放牧面積５ha拡大 
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事業名 新産業創出支援事業 交付予定額 58,032千円 

地方公共団体名 鹿児島県日置市（ひおきし） 

事業概要 

～新産業の育成（オリーブ）を通じた地域雇用の創出～ 

鹿児島銀行など 10 社１組合の出資により設立した鹿児島オリーブ株式会社を事業推進主体として、オリーブの

商品化に向けた事業とマーケティング、ブランディング、販路開拓を行っていく。行政は、事業推進主体の自立を

前提としながら、当面の間の財政支援と、生産者に対する技術指導環境の形成を行う。 

オリーブの生産量が十分に増えてくるまでの間は、化粧品の開発・販売や搾油事業により、販路開拓を主に行っ

ていく。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】新商品開発：化粧品５品目、食品３品目 

地域ブランド化：２商品 

栽培技術者の育成（指導者）：１名 

【32年 3月】新商品開発：化粧品 20品目、食品 10品目 

地域ブランド化：５商品 

栽培技術者の育成（指導者）：10名 
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観光振興 

事業名 十勝アウトドアブランディング事業 交付予定額 20,000千円 

地方公共団体名 

北海道帯広市（おびひろし）、音更町（おとふけちょう）、士幌町（しほろちょう）、上士幌町（かみしほろちょう）、鹿追町（し

かおいちょう）、新得町（しんとくちょう）、清水町（しみずちょう）、芽室町（めむろちょう）、中札内村（なかさつないむら）、

更別村（さらべつむら）、大樹町（たいきちょう）、広尾町（ひろおちょう）、幕別町（まくべつちょう）、池田町（いけだちょう）、

豊頃町（とよころちょう）、本別町（ほんべつちょう）、足寄町（あしょろちょう）、陸別町（りくべつちょう）、浦幌町（うらほろ

ちょう） 

事業概要 

～日本版 DMOを目指した 19市町村の広域連携とアウトドアに特化した観光振興～ 

十勝管内の 19 市町村が連携した観光地域づくりとして、十勝の雄大な自然空間を活用するキャンプ等のアウト

ドアに着目した「十勝アウトドア DMO」の設立を目指し、十勝におけるアウトドアの現状分析、アウトドアブラン

ド化の戦略事業提案等の調査を行うとともに、CEO 候補として民間企業からの人材を受け入れる。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

（北海道帯広市他 18 町村） 

【29 年 3 月】十勝管内観光入込客数：990 万人 

十勝管内アウトドア利用者数：41,200人 

【32年 3月】十勝管内観光入込客数：1,020万人 

十勝管内アウトドア利用者数：45,000人 

事業名 中越文化・観光産業支援機構（仮称）による歴史資源を活かした観光振興 交付予定額 257,880千円 

地方公共団体名 

新潟県長岡市（ながおかし）、三条市（さんじょうし）、柏崎市（かしわざきし）、小千谷市（おぢやし）、十日町市（とおかまち

し）、見附市（みつけし）、燕市（つばめし）、魚沼市（うおぬまし）、南魚沼市（みなみうおぬまし）、弥彦村（やひこむら）、出

雲崎町（いずもざきまち）、津南町（つなんまち） 

事業概要 

～12市町村の連携による地域の新たな文化観光産業の振興～ 

上杉家、直江家、良寛和尚、河井継之助、山本五十六等の「歴史的価値」、紅葉、雪等の「自然」、花火、錦鯉、

闘牛、織物、打ち刃物等の「国宝・重要文化財」、米、酒に代表される「食文化」を有する中越地域の近隣 12市町

村が連携し、地方公共団体、商工会、文化関係団体、食の提供事業者等の多様な主体の参画の下、文化観光産業に

関する総合的なマネジメント・プロデュースを行う「中越文化・観光産業支援機構（仮称）」を立ち上げ、訪れる人

それぞれの目的、テーマに応じて的確に文化資源に関するコンテンツを整備していく。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】連携市町村への観光入込客数の累計：2,773万人 

【32年 3月】連携市町村への観光入込客数の累計：2,949万人  
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事業名 日本版 DMO「美しい伊豆創造センター」による広域観光地域づくり事業 交付予定額 160,000千円 

地方公共団体名 

静岡県函南町（かんなみちょう）、沼津市（ぬまづし）、熱海市（あたみし）、三島市（みしまし）、伊東市（いとうし）、下田市

（しもだし）、伊豆市（いずし）、伊豆の国市（いずのくにし）、東伊豆町（ひがしいずちょう）、河津町（かわづちょう）、南伊豆

町（みなみいずちょう）、松崎町（まつざきちょう）、西伊豆町（にしいずちょう） 

事業概要 

～日本版 DMOの設立を目指した伊豆半島地域の市町村連携による観光促進事業～ 

豊富な温泉、風光明媚な自然景観、首都圏からの近接性を背景に発展した日本有数の観光地である伊豆半島地域

（7市 6町）が連携し平成 27年 4月に設置した「美しい伊豆創造センター」を、一体的にマネジメントを行う「一

般社団法人美しい伊豆創造センター（伊豆半島観光局）」（地域連携 DMO）に移行するため、ビックデータや RESASを

活用したマーケティング分析を実施するほか、アンテナショップやカップグルメの商品開発、販売促進を行い、伊

豆半島一体で国内外の観光交流客を迎え入れる体制作りを本格的にスタートさせる。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】伊豆半島への観光交流客数：43,092千人（平成 25年度：39,500千人） 

【32年 3月】伊豆半島への観光交流客数：47,000千人 

事業名 「世界遺産追加登録」を契機とした外国人観光客の長期滞在型周遊 交付予定額 206,332千円 

地方公共団体名 和歌山県、高野町（こうやちょう）、橋本市（はしもとし）、かつらぎ町（かつらぎちょう）、九度山町（くどやまちょう） 

事業概要 

～世界文化遺産活用による長期滞在型観光の促進～ 

「紀伊山地の霊場と参詣道」は、世界でも２例しかない“巡礼道”の世界遺産であることや、「ミシュラン・グリー

ンガイド・ジャポン」で三ツ星を獲得したことなどを背景に、平成 26年には外国人宿泊者が 30万人を超えた。こ

うした世界遺産への誘客効果を周辺地域に波及させるため、高野エリアにおける広域 DMO の設立を進めるととも

に、精進料理などの地域独自の食文化や滝を活用したアクティビティ等の観光資源の磨き上げを行い、広域観光周

遊ルートを構築することで、長期滞在型の観光を促進させる。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【28年 3月】観光入込客数：32,000千人 

外国人宿泊者数：400千人 

【32年 3月】観光入込客数：33,000千人 

外国人宿泊者数：500千人 
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事業名 京都府北部地域連携都市圏広域観光推進事業（海の京都 DMO地域活性化推進） 交付予定額 443,399千円 

地方公共団体名 
京都府、福知山市（ふくちやまし）、舞鶴市（まいづるし）、綾部市（あやべし）、宮津市（みやつし）、京丹後市（きょうたん

ごし）、伊根町（いねちょう）、与謝野町（よさのちょう）  

事業概要 

～日本版 DMOの設立による広域的観光促進・地域づくり事業～ 

日本海側に位置する京都府北部地域の７市町が、地域づくりの推進組織かつ地域商社である「海の京都 DMO」を

設立し、統一的な観光戦略の下、京都丹後鉄道の特急車両「海の京都のシンボル列車」による地域への誘客と、各

市町による観光資源の磨き上げ、特産品や着地型旅行商品の開発等を組み合わせ、「観光地経営」の視点に立った地

域づくりにより、観光関連事業だけでなく地域経済全体に好循環をもたらしていく。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【28年 3月】観光入込客数：9,366千人 

【32年 3月】観光入込客数：9,773千人  

 

事業名 山陰 DMOの広域観光推進事業 交付予定額 130,000千円 

地方公共団体名 鳥取県、島根県 

事業概要 

～隣接２県の広域連携による日本版 DMOの設立及び広域周遊ルートの構築～ 

山陰海岸・隠岐の２つのジオパークや出雲神話の舞台など、共通の観光素材を有する山陰両県が一体となり、観

光団体、旅行事業者、交通事業者、金融機関等が参画する山陰 DMO「山陰観光推進機構（仮称）」を平成 28 年 4 月

に設立し、観光客のニーズの分析を踏まえた山陰の広域周遊ルートの構築、共同プロモーション等により、国内外

からの観光客数増加を目指す。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】山陰の外国人宿泊者数：13万人 

【32年 3月】山陰の外国人宿泊者数：16万人 
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事業名 仁淀ブルーを活用した DMO観光地域づくりの連携事業 交付予定額 62,000千円 

地方公共団体名 
高知県、いの町（いのちょう）、土佐市（とさし）、日高村（ひだかむら）、佐川町（さかわちょう）、越知町（おちちょう）、仁

淀川町（によどがわちょう）  

事業概要 

～日本版 DMOの設立を目指した仁淀川周辺市町村の広域連携～ 

全国水質ランキングで３年連続１位となった仁淀川の周辺地域が一体となり、カヌーやラフティング、釣りやキ

ャンプ、史跡や文化財、伝統的工芸品などを活かした広域的な観光振興に取り組む。そのため、平成 27年 12月に

法人化した「一般社団法人仁淀ブルー観光協議会」を中心に、旅行者の動向把握、戦略の策定のための各種データ

の収集、ブランディングやプロモーション等、日本版 DMOとしての取組を進めていく。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

（高知県他６市町村） 

【29年 3月】協議会関連ツアー参加者数：4,500人 

【32年 3月】協議会関連ツアー参加者数：5,500人 

 

事業名 ＶＩＳＩＴあまくさ・しまばらプロジェクト推進事業 交付予定額 77,281千円 

地方公共団体名 
熊本県、上天草市（かみあまくさし）、苓北町（れいほくまち）、長崎県、島原市（しまばらし）、雲仙市（うんぜんし）、南島

原市（みなみしまばらし） 

事業概要 

～日本版 DMOの設立に向けた天草・島原半島地域の一体的な観光促進～ 

天草・島原半島地域における世界文化遺産候補「﨑津集落や日野江城跡・原城跡」を中心として、歴史・自然・

文化の観光資源への誘客を図るため、観光情報等の一体的・戦略的な発信の仕組みや観光客情報収集・分析システ

ム等の観光戦略を立案・運営するための基盤を整備し、事業の実施主体である天草地域観光推進協議会を天草版 DMO

へ発展させるための準備を行うとともに、島原半島においても島原半島観光連盟を母体とした DMOの創設を目指し

ていく。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】延べ宿泊者数（熊本（天草地域）・長崎県）：1,634千人（平成 25年：1,541千人） 

【32年 3月】延べ宿泊者数（熊本（天草地域）・長崎県）：1,735千人 

※この８事業を含め、日本版 DMOの立ち上げ等を内容とする事業は、124事業（26県 339市町村）が交付対象事業となっている。 
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事業名 北海道くしろ地域･東京特別区交流推進事業 交付予定額 44,928千円 

地方公共団体名 
北海道、釧路市（くしろし）、釧路町（くしろちょう）、厚岸町（あっけしちょう）、浜中町（はまなかちょう）、標茶町（しべち

ゃちょう）、弟子屈町（てしかがちょう）、鶴居村（つるいむら）、白糠町（しらぬかちょう）、東京都荒川区（あらかわく）  

事業概要 

～北海道釧路地域と東京都荒川区の広域連携による観光促進事業～ 

釧路湿原などの地域特有の自然や温泉、アイヌ民族の歴史・文化等、釧路地域の強みを活かしたヘルスツーリズ

ムや教育旅行について、首都圏における認知度向上のため、東京都荒川区の提供による「くしろマルシェ in日暮里

（仮称）」を開催するとともに、スマートフォンで視聴可能な臨場感溢れる立体映像等を用いたプロモーションを

行う。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【28年 3月】釧路管内観光入込客数：713万人 

【32年 3月】釧路管内観光入込客数：780万人  

 

事業名 
海・山・川！！障がい者が満喫するバリアフリーレジャーと地域づくりの相

互連携事業 
交付予定額 133,169千円 

地方公共団体名 
北海道、江差町（えさしちょう）、上ノ国町（かみのくにちょう）、厚沢部町（あっさぶちょう）、乙部町（おとべちょう）、奥尻

町（おくしりちょう）、今金町（いまかねちょう）、せたな町（せたなちょう）  

事業概要 

～障がい者が楽しめるバリアフリーレジャーを中心とした一体的な観光促進～ 

完全バリアフリー施設で全スタッフが介助員資格を有し、障がい者が気兼ねなく宿泊できる「バリアフリーホテ

ルあすなろ」の開業（平成 27年 4月）や北海道新幹線の開業（平成 28年 4月）を契機に、観光資源の点検やモニ

ターツアーの結果を踏まえて観光資源のバリアフリー化を進めていくとともに、障がい者がフルシーズン楽しめる

メニューを用意することで、道内外の障がい者等による北海道観光を促進する。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】バリアフリーレジャーを楽しむ対象観光入込客数（８団体計）：1,770人増加 

【32年 3月】バリアフリーレジャーを楽しむ対象観光入込客数（８団体計）：3,890人増加 
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事業名 福島県北５市町誘客推進事業 交付予定額 9,100千円 

地方公共団体名 福島県福島市（ふくしまし）、伊達市（だてし）、桑折町（こおりまち）、国見町（くにみまち）、川俣町（かわまたまち） 

事業概要 

～福島県北５市町をつなぐモデルコースの開発等による観光支援～ 

伊達氏発祥の地、もも、りんご、なし等の全国有数の果樹地帯であり、あんぽ柿、川俣シャモ、ニット等の産品、

阿武隈山地の景観等を共有する県北の５市町が連携して、「（仮）県北５市町誘客推進協議会」を設立する。この協

議会が中心となって、RESAS の地方創生政策アイデアコンテストで地方創生担当大臣賞を受賞した福島市立岳陽中

学校の提案を活用したモニターツアーを実施し、強みや改善点の洗い出しを行うとともに、５市町をつなぐモデル

コースを掲載したパンフレット（日本語版・外国語版）を作成し、仙台圏及び東京都内でのプロモーションを実施

する。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】観光客入込数（延べ数）：768.2万人 

【32年 3月】観光客入込数（延べ数）：801.0万人 

事業名 「忍者」のマーケティング・セールス推進事業 交付予定額 125,000千円 

地方公共団体名 
三重県、伊賀市（いがし）、神奈川県、小田原市（おだわらし）、長野県、上田市（うえだし）、滋賀県、甲賀市（こうかし）、

佐賀県、嬉野市（うれしのし） 

事業概要 

～忍者ゆかりの地の連携による訪日旅行客の更なる誘客に向けた観光振興～ 

忍者ゆかりの５県と県内の市町村が連携して設立された「日本忍者協議会」が主体となって、忍者を定義した上

でのブランディング、忍者ゆかりの地を巡る広域観光ルートの開発、国内外向けの PRを行っていく。これらの地方

創生先行型交付金の先駆的事業分（タイプⅠ）における取組を踏まえ、インターネット広告等を活用した世界規模

のマーケティング調査によるターゲットの明確化や効果的な手法の検討、オリジナルグッズやコラボレーション商

品・サービスの開発等を行い、更なる誘客、忍者ゆかりの地のプレゼンス向上を図る。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

（三重県） 【28年 12月】県内の延べ宿泊者数：910万人 【31年 12月】県内の延べ宿泊者数：940万人 

（神奈川県）【28年 12月】入込観光客数：192,000千人   【31年 12月】入込観光客数：200,000千人 

（長野県） 【28年 12月】外国人旅行者宿泊数：120万人  【31年 12月】外国人旅行者宿泊数：200万人 

（滋賀県） 【28年 12月】観光入込客数：5,000万人    【31年 12月】観光入込客数：5,000万人 

（佐賀県） 【28年 12月】外国人延べ宿泊者数：172千人  【31年 12月】外国人延べ宿泊者数：208千人 
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事業名 
自転車による琵琶湖一周「ビワイチ」による”体験型観光ネックレス”創造

事業 
交付予定額 273,325千円 

地方公共団体名 滋賀県、大津市（おおつし）、守山市（もりやまし）、高島市（たかしまし）、米原市（まいばらし） 

事業概要 

～サイクリングを核とした観光振興～ 

サイクリングを核として、県と琵琶湖周辺市が連携し、レンタサイクルステーション（世界的自転車メーカーと

も連携）や湖上交通等の環境整備を行い、各地域が持つ歴史的遺産や宿泊施設、地産池消レストラン等の施設を有

機的に結び付け、観光客のスケジュールや体力に合わせたツーリングパッケージを提供する。近畿・北陸・中部圏

のクロスポイントであり、関西国際空港や中部国際空港へのアクセスが良いという地の利を生かしたプロモーショ

ンにより、国内外の観光誘客を促進する。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

（滋賀県） 

【29年 3月】サイクリングツアー造成数：３本 

【32年 3月】サイクリングツアー造成数：７本 

（滋賀県大津市） 

【29年 3月】外国人宿泊者数：179,092人 

【32年 3月】外国人宿泊者数：200,000人 

 

事業名 
「食」と「連携」による東九州新時代創生事業～東九州（延岡・佐伯）バス

ク化構想～ 
交付予定額 73,252千円 

地方公共団体名 宮崎県延岡市（のべおかし）、大分県佐伯市（さいきし） 

事業概要 

～「食」と「連携」を切り口とした観光の産業化による東九州（延岡・佐伯）の広域連携～ 

平成 28 年 3 月の東九州自動車道の北九州～延岡間の開通を誘客の契機として、産官学が連携し、飲食業界等の

人材育成、サフラン等の高付加価値農作物の開発、本サバ等の地元素材を活用した新商品開発、食に関するツアー

の造成等を通じ、「食」をテーマとしたまちづくりを進め、「食」の魅力発信による人の流れを創出する。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】主要観光施設のレジ客数：1,948,000人 

      「食関連産業」従業者数：推計値よりも減少を両市で 36人抑制 

【32年 3月】主要観光施設のレジ客数：2,097,000人（H26：1,426,000人） 

      「食関連産業」従業者数：推計値よりも減少を両市で 70人抑制 

※主要観光施設 ～ 延岡市の３つの道の駅と北浦臨海パーク、佐伯市の３つの道の駅と蒲江インターパーク 
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（２）地方への新しいひとの流れをつくる 

地方移住の支援 

事業名 「大人の社会塾」を中心とした人材育成による地域活性化事業 交付予定額 110,945千円 

地方公共団体名 
山形県高畠町（たかはたまち）、山形市（やまがたし）、福島県会津若松市（あいづわかまつし）、喜多方市（きたかたし）、三

島町（みしままち）、東京都八丈町（はちじょうまち）、富山県高岡市（たかおかし） 

事業概要 

～「熱中小学校」を基軸とした７市町連携による人材育成～ 

平成 27年に 10月に開校した山形県高畠町の「大人の社会塾」（熱中小学校）は、首都圏等の企業経営者や第一線

で活躍する大学研究者を講師に招き、起業・創業へのアプローチ、ビジネススキルアップ、観光開発、地場産業の

振興などの講演を通じ、多岐にわたる人材育成に貢献してきている。この地方創生先行型交付金の先駆的事業分（タ

イプⅠ）の取組を拡大して、熱中小学校を全国７市町に開設するとともに、熱中小学校発のプロジェクトとしてサ

テライトオフィスの受入、IoT を活用したワイン栽培等の派生事業を高畠町において実施し、都市部に集中する人

材の地方への還流モデルの深化を図る。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

（山形県高畠町） 

【29年 3月】熱中小学校連携数：６地域 

サテライトオフィス入居による地域住民の雇用創出数：５人 

【32年 3月】熱中小学校連携数：10地域 

サテライトオフィス入居による地域住民の雇用創出数：20人 

（福島県喜多方市、福島県三島町、東京都八丈町、富山県高岡市） 

【29年 3月】熱中小学校受講者数（４団体計）：215人 

【32年 3月】熱中小学校受講者数（４団体計）：1,135人 
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事業名 第２のふるさと・いばらきプロジェクト推進事業 交付予定額 397,202千円 

地方公共団体名 

茨城県、石岡市（いしおかし）、結城市（ゆうきし）、下妻市（しもつまし）、高萩市（たかはぎし）、守谷市（もりやし）、潮来

市（いたこし）、筑西市（ちくせいし）、坂東市（ばんどうし）、かすみがうら市（かすみがうらし）、つくばみらい市（つくば

みらいし）、茨城町（いばらきまち）、城里町（しろさとまち）、大子町（だいごまち）、八千代町（やちよまち）、境町（さかいま

ち）、利根町（とねまち） 

事業概要 

～ふるさと県民登録制度を足掛かりとした移住促進～ 

東京圏から程近い地の利を生かし、東京圏を対象に交流から二地域居住、そして移住へとつなげるため、「ふるさ

と県民登録制度」を創設する。登録者に対しては、「パスポート」を発行して旅館業組合やレンタカー会社、ガソリ

ンスタンド等が割引サービスの提供を行うとともに、茨城に移住しやすくする「借上条件付き住宅ローン（仮称）」

※を提供する。また、この制度を県内全ての市町村が行う移住体験ツアー、お試し居住の入り口とすることで、継

続的な訪問や短期滞在を促し、二地域居住や移住へとつなげていく。 

※借上条件付き住宅ローン：東京等の茨城以外で住宅を購入する人を対象とした住宅ローン。一定期間の居住後

に住宅を賃貸に出した場合に、その間の家賃収入を保証することで、住宅を保有し

たまま茨城への移住を容易とする。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

（茨城県） 

【29年 3月】ふるさと県民登録者数：1,000人 

移住受入体制の構築に取り組む市町村：15市町村 

【32年 3月】ふるさと県民登録者数：3,000人 

移住受入体制の構築に取り組む市町村：22市町村 
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事業名 
飯田下伊那地域における航空機産業分野の人材育成と技術開発力の強化 

広域連携事業 
交付予定額 430,000千円 

地方公共団体名 

長野県飯田市（いいだし）、松川町（まつかわまち）、高森町（たかもりまち）、阿南町（あなんちょう）、阿智村（あちむら）、

平谷村（ひらやむら）、根羽村（ねばむら）、下條村（しもじょうむら）、売木村（うるぎむら）、天龍村（てんりゅうむら）、泰阜

村（やすおかむら）、喬木村（たかぎむら）、豊丘村（とよおかむら）、大鹿村（おおしかむら） 

事業概要 

～日本で唯一の「知の拠点」構想による地域振興～ 

地方創生先行型交付金の先駆的事業分（タイプⅠ）で取り組んだ信州大学、八十二銀行など産学官金の連携によ

る航空機システム共同研究講座を、自主財源で運営するものとして平成 29 年 4 月に正式開設していくとともに、

航空や医療をはじめとする様々な産業の研究開発成果を発信する「知の拠点」構想として、次世代航空機開発に必

要な研究開発施設の整備を進めていく。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

（14市町村） 

【28年 3月】「知の拠点」施設利用件数 1,200件／年 

信州大学航空機システム共同研究講座参加延人数：100人 

【33年 3月】「知の拠点」施設利用件数 1,700件／年 

信州大学航空機システム共同研究講座参加延人数：400人 
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「日本版 CCRC」構想の推進 

事業名 生涯活躍のまち 上士幌創生包括プロジェクト事業 交付予定額 45,000千円 

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 

～既存の人口減少施策を「生涯活躍のまち」と連動、アクティブシニア学びの場の設立～ 

都市部からの移住希望のマーケティング・募集を進めながら、「農業（家庭菜園等）」、「体育（熱気球や登山等）」、

「保健福祉（地域貢献ボランティア、認知症予防等）」のカリキュラムを準備し、アクティブシニアが学べる場（ア

クティブシニア生涯学習大学）を設立するとともに、まちのコンパクト化、地域包括ケアの構築、世代間交流の活

性化等を結び付けつつ、まちづくり会社を設立して生涯活躍のまちづくりの運営を進めていく。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29 年 3 月】参加(移住)希望相談件数：200 件 

移住希望者数：20人 

介護職員初任者研修受講(資格取得)者数：20人 

【30年 3月】介護職員初任者研修受講(資格取得)者数：20人 

事業名 
遠野市中心市街地再生を基軸とした生涯活躍のまちづくりプロジェクト 

～遠野 BREW 遠野物語第２章～ 
交付予定額 60,000千円 

地方公共団体名 岩手県遠野市（とおのし） 

事業概要 

～「タウン型生涯活躍のまち」の設立～ 

遠野市の活性化に関係している企業等の出資による生涯活躍まちづくり会社を中心に、遠野駅舎のコミュニテ

ィ・交流拠点化と併せて、空き家や空き店舗を活用した、高齢者デイサービス、サービス付き高齢者向け住宅の整

備等を進めていくとともに、インキュベーションファンドを設立し、大規模園芸団地、ホップ栽培、地ビール製造

等の生産性の高い産業の育成を進めていくことで、中心市街地の再生と生涯活躍のまちづくりを同時に実現してい

く。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】新規起業・創業創出数：１件 

生涯活躍事業に関連する雇用者数：１人 

空き家、空き店舗等の利活用：１件 

【32年 3月】新規起業・創業創出数：６件 

生涯活躍事業に関連する雇用者数：20人 

福祉関連施設の整備：３箇所 

空き家、空き店舗等の利活用：10件 
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事業名 南部町版ＣＣＲＣ推進事業 交付予定額 68,464千円 

地方公共団体名 鳥取県南部町（なんぶちょう） 

事業概要 

～地域に根付いた地域振興協議会と連携した、住民主体の「生涯活躍のまち」づくり～ 

地方創生先行型交付金の先駆的事業分（タイプⅠ）を活用して進めている居住地や地域包括ケアシステムの整備

について、平成 28年３月に事業推進主体となるまちづくり会社（NPO）を設立し、都市部のアクティブシニアに対

する情報発信、地域ニーズと移住希望者とのマッチングを進めていく。さらに、移住後の活動の場となる里山をテ

ーマにした各種講座（里山デザイン大学）、町民の主体的な介護予防の活動等を充実させていく。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】空き家を活用した移住者受入ＩＪＵターン：30人 

里山デザイン大学 以下の講座を移住者、町民等に提供する。 

       里山ものづくり講座・里山写真講座 各２回 

       里山ネイチャートレッキング講座 ８回 

まちの保健室 健康に関する講座の開催：７か所×２回/月 

【32年 3月】空き家を活用した移住者受入ＩＪＵターン：200人 

里山デザイン大学 以下の講座を移住者、町民等に提供する。 

       里山ものづくり講座・里山写真講座 それぞれ延べ 100回 

       里山ネイチャートレッキング講座 延べ 100回 

      まちの保健室 健康相談件数：1000件/年 
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事業名 美馬市生涯活躍のまちモデル推進加速化事業 交付予定額 39,000千円 

地方公共団体名 徳島県美馬市（みまし） 

事業概要 

～移住促進拠点や大学のサテライトオフィス、「シニアパワー活用プログラム」を活用した事業推進～ 

「移住促進拠点を整備し、集中的に移住者を受け入れながら、徐々に地域の空き家等に転居してもらう」という

美馬市独自のモデルの下、移住支援コーディネーターや健康コンシェルジュの配置により生活をサポートしつ

つ、「元気な高齢者に出番をつくる」ための市独自のマッチングシステムである「シニアパワー活用プログラム」

の展開、モデルエリア内の「四国大学スーパーサテライトオフィス」における移住者への生涯プログラムの提供

を行い、美馬市出身者等から移住者を受け入れていく。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】「生涯活躍のまち」への高齢者の移住（住替え）者数：20人 

【32年 3月】「生涯活躍のまち」への高齢者の移住（住替え）者数：100人 

※この４事業を含め、「生涯活躍のまち」構想の推進に向けた事業は、111事業（4県 130市区町村）が交付対象事業となっている。 
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（３）若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

働き方改革 

事業名 なでしこ応援・女性の活躍推進事業 交付予定額 36,692千円 

地方公共団体名 北海道、札幌市（さっぽろし） 

事業概要 

～北海道と札幌市が連携して女性が活躍できる職場環境づくり～ 

全国 21大都市の中で女性の出生率が東京都に次いで低位にある札幌市においては、「結婚へのハードル」や「予

定子ども数を実現できない理由」として、経済的な理由が挙げられている。そのため、女性と企業向けのセミナー、

就業マッチング、経営者講座等を通じて、女性が働き続けられる環境づくりと企業トップの意識改革を図る。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

（北海道） 

【29年 3月】育児休業取得率：男性 4.4％、女性 89.64％ 

【32年 3月】育児休業取得率：男性 10.0％、女性 90.0％ 

（札幌市） 

【29年 3月】事業参加者 1000人以上 

【32年 3月】仕事と生活の調和がとれていると思う人の割合：65.0％（平成 26年 47.3％） 

事業名 
「ゆざわ発新しい働き方」推進（クラウドソーシング導入・在宅ワーク推進）

事業 
交付予定額 3,812千円 

地方公共団体名 秋田県湯沢市（ゆざわし） 

事業概要 

～地域におけるクラウドソーシングの推進による働き方改革～ 

育児や介護等でフルタイム勤務が困難な女性や、冬期間に所得が低下する農業従事者等の新たな就労機会の創出

等を可能とするため、ICT を活用したクラウドソーシング（在宅ワーク）の導入環境を整備する。この地方創生先

行型交付金の先駆的事業分（タイプⅠ）での取組に加えて、在宅ワーカーのスキルに応じた育成プログラムの展開、

クラウドソーシングで作成したパンフレット等について都内の百貨店での効果検証を行う。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】市民在宅ワーカーの育成（在宅就労機会の創出）：50名 

クラウドソーシング活用企業数：30社 

【32年 3月】市民在宅ワーカーの育成（在宅就労機会の創出）：90名 

クラウドソーシング活用企業数：60社 
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事業名 女性が輝く！農村新産業創出事業 交付予定額 38,900千円 

地方公共団体名 長野県川上村（かわかみむら） 

事業概要 

～住民間での子育て支援と専門家によるハンズオン支援による女性の社会参画～ 

半数以上が村外、特に首都圏から嫁ぎ、様々な経験を持ちながらも家庭内にとどまっている現状に対して、女性

の社会参画を促すため、家事や子育て、子供の預かり等を住民間でシェアリングする「ライフサポートセンター」

を創設するとともに、新事業創業に関するコンテストを開催し、村外の専門家や起業家によるハンズオン支援でア

イデアの具現化を行う。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】農業以外に就労している村内女性の割合：40％（平成 27年 6月：30%） 

新規創業事業件数：２件 

【32年 3月】農業以外に就労している村内女性の割合：50％ 

新規創業事業件数：５件 

事業名 都市と地方をつなぐ就労支援カレッジ事業 交付予定額 77,521千円 

地方公共団体名 大阪府泉佐野市（いずみさのし）、青森県弘前市（ひろさきし） 

事業概要 

～遠隔地の都市間連携による生活困窮者の就労サポート～ 

泉佐野市は農業従事者の高齢化や後継者の離農により、弘前市は農業従事者の高齢化や人口減少により、双方と

もに農業の担い手の不足が共通の課題となっている。大阪周辺の就農希望の若年無業者等を泉佐野市で受け入れ、

最低限の農業技術と地方での暮らし方を習得させた後に、弘前市のリンゴ農家に場所を移して農業の実地研修を行

うという地方創生先行型交付金の先駆的事業分（タイプⅠ）での取組に加えて、シングルマザーをターゲットとし

て泉佐野市が移住希望者を掘り起し、弘前市が就労訓練から正規雇用までをサポートする取組を新たに行う。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

（大阪府泉佐野市） 

【29年 3月】新規就労者数：10人 

【31年 3月】新規就労者数：35人 

（青森県弘前市） 

【29年 3月】移住受入者数 60人 

シングルマザー応援会社での就労者数：10人 

【31年 3月】移住受入者数：180人 

シングルマザー応援会社での就労者数：30人 
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事業名 シングルペアレント受入事業 交付予定額 17,460千円 

地方公共団体名 島根県浜田市（はまだし） 

事業概要 

～シングルペアレントの移住による人口減少対策と介護サービスの人材確保の両立～ 

市内に移住して介護サービスに従事しようとする介護職未経験のシングルペアレントに対し、受入事業所等の見

学ツアーの実施、住宅の紹介、介護サービス事業所における研修費用の助成、子供の養育費や住宅費への助成、自

家用車の提供など包括的な支援を引き続き実施し、人口減少と少子化に歯止めをかけ、介護サービス人材の確保を

図る。移住者に対する資金援助は１年間限定であるが、雇用継続と経験・資格に応じた給与増により、移住者の定

住と移住者増を目指す。 

※茨城県城里町（しろさとまち）においても、平成 28年度より同様の事業が横展開される。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】浜田市へ移住した世帯の数：６世帯 

【32年 3月】浜田市へ移住した世帯の数：25世帯 

事業名 
官民広域連携による創業・子育て・教育応援等の施策実行を通じた女性活躍

地域創業事業 
交付予定額 63,000千円 

地方公共団体名 熊本県合志市（こうしし）、菊池市（きくちし）、高森町（たかもりまち） 

事業概要 

～仕事と子育てを両立することで輝く女性の創出プロジェクト～ 

民間主導で設立された肥後六華の會を事業主体とする創業・子育て教育コワーキングスペースの拠点を構築し、

創業・子育て・教育に係る相談・支援のワンストップ窓口、創業応援ビジネスコンテストの実施、託児サービスの

提供、テレワークの導入支援を行う。この拠点をベースに、子育て世代のママの社会進出の加速化を実現するとと

もに、女性の感性・目線を活かした観光商品開発を行う。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

（合志市） 

【29年 3月】女性起業数：５件 【32年 3月】女性起業数：20件 

コワーキングスペース利用者数：100名 コワーキングスペース利用者数：200名 

観光入込客数：200人 観光入込客数：1,000人 

（菊池市） 

【29年 3月】国内旅行者年間宿泊者数：141,000人  【32年 3月】国内旅行者年間宿泊者数：147,000人 

外国人旅行者年間宿泊者数：23,000人  外国人旅行者年間宿泊者数：40,000人

（高森町） 

【29年 3月】観光入込客数：40,000人増  【32年 3月】観光入込客数：160,000人増 
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（４）時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する 

まちづくり・地域連携 

事業名 
東日本大震災の経験・復興プロセスを活用した交流活動拠点づくり事業（廃

校舎の利活用） 
交付予定額 75,000千円 

地方公共団体名 岩手県陸前高田市（りくぜんたかたし） 

事業概要 

～防災教育のメッカとしての拠点整備と学修・研修プログラムを通じた交流人口の増加～ 

震災を耐えた空き校舎を、震災を契機に生まれたかけがえのない財産である人的なつながり（国内外の大学生、

企業、行政、自治体関係者）が集まる場とするため、岩手大学、立教大学の協力の下、「震災経験と防災」「復興

創生」「地域交流」など、陸前高田市以外では得ることのできない学びを提供するプログラムを開発する。将来的

には、そうした知の集まる世界的拠点へと発展させていく。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29 年 3 月】学修等プログラムを活用する大学企業等：４団体 

交流活動拠点活用者数：100人 

【32年 3月】学修等プログラムを活用する大学企業等：30団体 

交流活動拠点活用者数：5,000人 

事業名 
城下町高田の歴史・文化をいかした「街の再生」～コンパクトシティによる

まちづくり 
交付予定額 42,732千円 

地方公共団体名 新潟県上越市（じょうえつし） 

事業概要 

～城下町のまち並みをいかしたまちなか居住の促進や誘客・回遊の強化～ 

駅、商店街、医療機関、行政機関、教育機関等の都市機能や、高田城跡、町家、寺町寺院群等の歴史的建造物等

が集積していることに加えて、２キロ四方で 16 以上の市民団体がまちづくり活動を展開している高田市街地にお

いて、特性を生かしたコンパクトシティを進めていくという考え方の下、城下町の町割りを活かした土地利用方策

の検討、大学生用シェアハウスのモデル整備、100 年映画館を中心としたフィルムコミッション活動の強化、町家

を活用したビジネスへの支援等、城下町の賑わいを復活させ、街の再生を加速していく事業を実施する。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】新たに入居した空き家、空き店舗の数：1棟 

まちなかイベントの集客数：203,400人 

【32年 3月】新たに入居した空き家、空き店舗の数：累計 20棟 

まちなかイベントの集客数：272,000人 



28 

 

事業名 リノベーションまちづくり加速化事業  交付予定額 25,000千円 

地方公共団体名 静岡県沼津市（ぬまづし） 

事業概要 

～遊休不動産を活用したリノベーションによるエリア価値の向上～ 

沼津市と商工会議所が共同運営する事業拠点を開設し、リノベーションに関する窓口の一元化、人材のネットワ

ーク化を図ることで事業を目に見えるように実施する。また、コンペにより選定された事業のプロジェクト化によ

る人材育成、建築規制等の制度に関するルール運用の検討により、増加する遊休不動産の活用を促し、エリアの価

値向上につなげる。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】本事業を通じて増加した従業者数：５人 

本事業を通じて増加した居住者数：２人 

【32年 3月】本事業を通じて増加した従業者数：50人 

本事業を通じて増加した居住者数：10人 

 

事業名 元気育成にぎわいコムーネ（自治都市）創出事業 交付予定額 35,000千円 

地方公共団体名 大阪府泉南市（せんなんし） 

事業概要 

～市民団体による真に強く自立できるまちづくり～ 

市民団体を空き家や公共施設の「施設管理者」と位置付け、維持活用及び運営を委ねる一方、行政は運営可能性

検討等の準備作業、市民団体の育成、空き家等の基礎データ作りを担う。このように、従来型公共施設運営から脱

却し、「民間事業者と強調し、強く自立できる市民団体をつくり育てる」事業として、市民本位の自主的なまちづく

りを進めていく。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】泉南コムーネ推進協議会を経由して自立した団体（コムーネの数）：1団体 

民間主導により公共施設及び空き家を活用し、新たに進出または進出を予定する事業所数：1件 

【34年 3月】泉南コムーネ推進協議会を経由して自立した団体（コムーネの数）：10団体 

民間主導により公共施設及び空き家を活用し、新たに進出または進出を予定する事業所数：20件 
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事業名 「金魚が泳ぐ城下町」賑わい創出事業 交付予定額 53,719千円 

地方公共団体名 奈良県大和郡山市（やまとこおりやまし） 

事業概要 

～「金魚」を軸とした地域活性化～ 

平成 28 年度中に郡山城の天守台が復元されるのにあわせて、天守閣が復元される携帯アプリを提供し、郡山城

の観光資源としての価値を高める。同時に、大型ショッピングモールの出店で空き店舗が増える市街地を活性化さ

せるため、散策の案内、金魚スポットでのデジタル金魚コレクションの獲得、金魚鉢デザインの全国コンテストの

優秀作品の金魚スポットとしての街中配置、周辺店舗の負担によるクーポンの提供など観光客が楽しんで城下町周

辺を周遊できる仕掛けを集約し、使い続けられる携帯アプリとする。こうした、市の特徴的な産業である「金魚」

を軸に、国内外からの誘客とまちの賑わいを取り戻す。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【28年 3月】クーポン参加店舗数：40店舗（うち新規創業１件） 

【32年 3月】クーポン参加店舗数：50店舗（うち新規創業３件） 

 

事業名 「みはら食 三本の矢」による三原創生事業 交付予定額 27,000千円 

地方公共団体名 広島県三原市（みはらし） 

事業概要 

～食のブランド化によるまちの魅力向上～ 

食品製造業への従事者の多さに着目し、食を通したまちの賑わい作りとして、スイーツ、タコ、地酒を「みはら

食 三本の矢」と銘打ち（三原市は小早川隆景ゆかりのまち）、みはら食ブランドの認証制度によるブランド力の向

上、市内小学生、地元有名企業、地元プロ野球球団等との連携により、特産品の付加価値を高め、観光資源化する

ことで観光客の増加を見込む。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】認証制度を活用した登録店舗数：5店舗 

本事業により来客が増加した店舗数：20店舗 

【32年 3月】認証制度を活用した登録店舗数：50店舗 

本事業により来客が増加した店舗数：50店舗 

 

 

 



30 

 

「小さな拠点」の形成（集落生活圏の維持） 

事業名 人とモノの流れを再生する小さな拠点整備事業 交付予定額 60,754千円 

地方公共団体名 宮城県七ヶ宿町（しちかしゅくまち） 

事業概要 

～住民生活支援、移住支援、雇用創出の有機的な連携による持続可能な小さな拠点の形成～ 

町内事業者や住民等が出資する「(株)まちづくり会社」と町外からの誘致企業とが共同で、ミニスーパーやレス

トラン等の機能を備えた賑わい拠点を整備し、住民生活を支援する。行政は、用地の提供や運営助成を行うととも

に、町 100%出資の移住定住支援センターが滞在型観光交流を展開して、移住促進を行う。住民と行政の取組を有機

的に結びつけ、町全域で「小さな拠点」を形成して、小さくても持続可能なまちづくりを推進する。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】若者世代の UIJターン数：６人 

【32年 3月】交流イベント参加者数：30人 

 

事業名 東部地区暮らしがつづく集落づくり事業 交付予定額 38,295千円 

地方公共団体名 奈良県川上村（かわかみむら） 

事業概要 

～住民主体の「ＴＯＢＵ株式会社（仮称）」による住み続けられるまちづくり～ 

消滅可能性自治体で全国ワースト２位の川上村において、住民主体の「ＴＯＢＵ株式会社（仮称）」を設立し、利

用されていない公共施設を活用した小さな拠点を形成し、交流の場としてのコミュニティカフェの運営、行政サー

ビスの受託、出張診療や健康管理を行う福祉・医療のサブ拠点の開設とともに、移動スーパーや個配事業により買

い物弱者への支援を行うことで、持続可能なまちづくりを進める。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】小さな拠点利用者数：年間 120人 

新会社における雇用者数：11人 

【33年 3月】小さな拠点利用者数：年間 360人 

新会社における雇用者数：14人 
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事業名 地域商社「㈱西土佐ふるさと市」を核とした地域創造事業 交付予定額 46,475千円 

地方公共団体名 高知県四万十市（しまんとし） 

事業概要 

～「地域コーディネイト機能」、「広域連携・政策間連携の拠点機能」、「外商・情報発信機能」の強化～ 

300 人の農家等が株主の西土佐ふるさと市が運営する道の駅「よって西土佐」を拠点として、地域住民の寄り合

い・学習の場としての地域コミュニティの維持、域外の道の駅と連携した観光情報の発信、地元デザイナーと作り

上げる地元商品のブランド化、販路開拓・マーケティング等を行い、地域の維持と地域経済の活性化を目指す。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】㈱西土佐ふるさと市売上額：8,070万円 

【33年 3月】㈱西土佐ふるさと市売上額：9,750万円 

 

事業名 ＳＡＴＯＹＡＭＡ ＭＯＶＥＭＥＮＴ拠点事業 交付予定額 32,160千円 

地方公共団体名 島根県邑南町（おおなんちょう） 

事業概要 

～外部人材を登用した地区別戦略の推進による持続可能なまちづくり～ 

邑南町版総合戦略では、町内の 12公民館エリアそれぞれが「地区別戦略（※）」を策定している。それぞれの地

区別戦略の実現に向けて、地域おこしに精通した人材の派遣を行うとともに、クラウドファンディングによる資金

調達の素地を構築する。また、地区間でのコンペを行い、優秀地区において拠点整備を含めたモデル事業を実施す

る。これらのとりまとめは、官民連携の主体である「邑南町里山魅力村（仮称）」が事業主体として担う。 

※地区別戦略：人口減少に歯止めをかけるため、全公民館エリアそれぞれの地区の人口減少対策を考え、地区の総

意として３事業を上限に町に提出している戦略のこと。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

【29年 3月】本事業による外国人観光客：年間 20人 

      本事業による日本人観光客：年間 100人 

【32年 3月】本事業による外国人観光客：年間 100人 

      本事業による日本人観光客：年間 500人 
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（別紙３）

＜１．広域連携事業分＞

地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

北海道

北海道札幌市

北海道

北海道札幌市

北海道江別市

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

北海道当別町

北海道

北海道小樽市

北海道島牧村

北海道黒松内町

北海道蘭越町

北海道ニセコ町

北海道真狩村

北海道京極町

北海道倶知安町

北海道共和町

北海道岩内町

北海道積丹町

北海道余市町

北海道

北海道江差町

北海道上ノ国町

北海道厚沢部町

北海道乙部町

北海道奥尻町

北海道今金町

北海道せたな町

北海道

北海道留萌市

北海道苫前町

北海道羽幌町

北海道遠別町

北海道天塩町

北海道

北海道稚内市

北海道礼文町

北海道利尻町

北海道利尻富士町

北海道

北海道音更町

北海道士幌町

北海道鹿追町

北海道芽室町

北海道池田町

地方創生加速化交付金の交付対象事業一覧

なでしこ応援・女性の活躍推進事業 36,692

「さっぽろ圏」若者定着促進広域連携事業 155,641

北宗谷地域外国人観光客周遊促進モデル推進事業 16,242

十勝アクティブシニア移住交流促進事業 25,264

国際リゾートを核としたしりべし「人と仕事のベストミックス」加速化事業 62,760

海・山・川！！障がい者が満喫するバリアフリーレジャーと地域づくりの相
互連携事業

133,169

西蝦夷（えぞ）３００年 新交流時代創造事業 32,410
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

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

北海道根室市

北海道別海町

北海道中標津町

北海道標津町

北海道羅臼町

北海道函館市

青森県青森市

青森県弘前市

青森県八戸市

北海道旭川市

北海道稚内市

北海道旭川市

北海道東神楽町

北海道室蘭市

北海道登別市

北海道伊達市

北海道豊浦町

北海道壮瞥町

北海道洞爺湖町

北海道室蘭市

北海道登別市

北海道伊達市

北海道豊浦町

北海道壮瞥町

北海道洞爺湖町

北海道室蘭市

岩手県宮古市

北海道室蘭市

北海道登別市

北海道釧路市

北海道帯広市

北海道網走市

北海道釧路市

北海道弟子屈町

北海道くしろ地域･東京特別区交流推進事業 44,928

北北海道に貢献する“稼ぐ”旭川空港構築プロジェクト 9,900

西いぶりクラウドファンディング販路拡大事業 3,000

西いぶり「生涯活躍のまち」構想推進事業 10,765

自然と食の魅力あふれるオール根室ブランド強化推進事業 109,788

北海道新幹線でつなぐ・つながる青函圏プロジェクト 95,545

北北海道サハリン貿易ゲートウェイプロジェクト 63,263

情報活用による「観光客おもてなし能力向上」プロジェクト 33,625

フェリーでつながる室蘭・宮古地域交流促進事業 7,093

室蘭・登別「人・産業」創生パッケージ事業 28,716

ひがし北海道空港連携海外観光客誘致事業 18,000
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

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

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

十勝アウトドアブランディング事業 20,000

十勝・イノベーション・エコシステム構築事業 48,319
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

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

北海道北見市

北海道斜里町

北海道網走市

北海道大空町

北海道網走市

北海道大空町

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

北海道滝川市

北海道芦別市

北海道赤平市

北海道砂川市

北海道歌志内市

北海道奈井江町

北海道上砂川町

北海道浦臼町

北海道新十津川町

北海道雨竜町

北海道七飯町

北海道鹿部町

北海道森町

北海道八雲町

北海道長万部町

北海道今金町

北海道せたな町

地元大学を核としたインターンシップの活用による就労機会の創出と若者
定着推進事業

2,552

～ひろがる！つながり　「まち」と「学生」～学生地域定着自治体連携プロ
ジェクト【深化型】

11,229

中空知定住自立圏「しごとの魅力発信と総合的な就業・移住支援」事業 46,180

クリエイティブ人材移住促進事業 14,927

ＩＣＴ拠点を活用した人と仕事の誘致と地元人材の育成による地域活性化
事業

38,900

大学と連携した地場産品の輸出促進と高付加価値化推進事業 34,400

ICTを活用した南北海道版DMO広域観光推進事業 86,080

北渡島檜山４町の北海道新幹線開業による地域「食」と「観光」連携事業 23,800
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

北海道上ノ国町

北海道江差町

北海道厚沢部町

北海道乙部町

北海道奥尻町

北海道今金町

北海道せたな町

北海道倶知安町

北海道ニセコ町

北海道神恵内村

北海道岩内町

北海道泊村

北海道余市町

北海道仁木町

北海道沼田町

北海道幌加内町

北海道小平町

北海道美瑛町

北海道上富良野町

北海道美瑛町

北海道滝川市

北海道江差町

北海道黒松内町

北海道京極町

北海道赤井川村

北海道鶴居村

北海道標津町

北海道下川町

北海道名寄市

北海道美深町

北海道下川町

北海道ニセコ町

岩手県二戸市

岩手県葛巻町

鳥取県北栄町

熊本県小国町

北海道厚真町

北海道安平町

北海道洞爺湖町

北海道伊達市

北海道豊浦町

北海道壮瞥町

北海道平取町

北海道むかわ町

北海道日高町

北海道新得町

北海道鹿部町

北海道上川町

北海道厚真町

北海道浦河町

北海道本別町

北海道足寄町

北海道陸別町

ニセコエリア誘客に向けた二次交通整備事業 8,921

積丹の町村連携による地域商社事業 ～ナマコとウニから始まる輸出拡
大、戦略的な生産体制の構築～

170,100

余市・仁木ワインツーリズム・プロジェクト 53,700

檜山管内７町と東京都特別区との連携事業 53,604

北・北海道インバウンド促進事業 8,878

課題解決型自治体アライアンス事業 5,828

北海道厚真町・安平町移住・定住推進政策連携事業
～地域特性を融合した多様な「はたらき方」と「田舎くらし」のプロデュース～

49,465

小平幌加内沼田３町広域振興協議会による都市及び住民交流事業 5,660

十勝岳ジオパーク（美瑛・上富良野エリア）構想推進事業 21,247

日本で最も美しい村づくり推進事業 11,269

道の駅を核とした“（仮称）銀河の里DMO”観光地域づくり連携事業 95,606

洞爺湖有珠山ジオパーク資源を活用した観光地づくり事業
～奇跡の湖「洞爺湖」のある唯一無二の観光地の創造～

194,737

鵡川・沙流川流域広域交流圏域形成DMO構築連携事業 130,465

　　　　　　「シェアリング北海道」プロジェクト
　　～　　これからのにっぽんを「都会と田舎が共に創る」（「共創社会」）

　今までの蓄積に加えた新たなＩＮＡＫＡビジネスで課題解決に向けて加速し
ます　～

96,000
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

北海道本別町

北海道足寄町

北海道陸別町

青森県

青森県五所川原市

青森県今別町

青森県中泊町

青森県青森市

青森県平内町

青森県今別町

青森県蓬田村

青森県外ヶ浜町

青森県青森市

青森県平内町

青森県今別町

青森県蓬田村

青森県外ヶ浜町

青森県八戸市

青森県おいらせ町

青森県三戸町

青森県五戸町

青森県田子町

青森県南部町

青森県階上町

青森県新郷村

青森県むつ市

青森県大間町

青森県東通村

青森県風間浦村

青森県佐井村

青森県むつ市

青森県横浜町

青森県大間町

青森県東通村

青森県風間浦村

青森県佐井村

青森県むつ市

青森県大間町

青森県東通村

青森県風間浦村

青森県佐井村

青森県田舎館村

青森県黒石市

青森県平川市

岩手県花巻市

岩手県遠野市

岩手県平泉町

岩手県花巻市

山形県上山市

岩手県一関市

岩手県平泉町

宮城県白石市

宮城県柴田町

圏域版移住アドバイザーを活用した“とかち東北部”移住促進事業 31,264

津軽海峡交流圏の観光資源を活用した観光地域づくり事業 394,157

クラウドファンディング「FAAVOしもきた」運営事業 1,300

ぐるりんしもきた観光地域づくりプラットフォーム運営事業 31,434

下北ジオパーク構想による圏域住民総活躍社会実現に向けた地域再生事
業

19,866

農業移住・新規就農サポート事業（東青地域連携） 19,714

青森と首都圏をつなぐビジネス交流拠点構築事業（東青地域連携） 70,851

八戸圏域DMOプロジェクト調査・検討事業 10,662

一関・平泉定住自立圏域における地域連携ＤＭＯ設立プロジェクト 23,700

2020東京オリンピック・パラリンピック応援サポート・人材育成事業 21,722

津軽南地域観光「ヒト・モノ・コト」育成事業 51,705

地方観光の稼ぐ力を強化する体験型事業の創出と広域的連携 30,000

太平洋×日本海連携・全国ご当地日用品創出プロジェクト等最終製品直結
事業拡大版

18,200
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

宮城県白石市

宮城県蔵王町

秋田県由利本荘市

宮城県岩沼市

宮城県名取市

宮城県亘理町

宮城県山元町

秋田県

秋田県秋田市

秋田県湯沢市

秋田県秋田市

秋田県男鹿市

秋田県大館市

秋田県北秋田市

秋田県小坂町

秋田県湯沢市

秋田県羽後町

秋田県東成瀬村

山形県山形市

山形県上山市

山形県天童市

山形県酒田市

山形県

山形県寒河江市

山形県朝日町

山形県寒河江市

山形県河北町

山形県西川町

山形県朝日町

山形県大江町

山形県寒河江市

山形県上山市

山形県長井市

山形県南陽市

山形県川西町

山形県白鷹町

山形県西川町

山形県鶴岡市

山形県大蔵村

山形県戸沢村

山形県庄内町

山形県高畠町

山形県山形市

福島県会津若松市

福島県喜多方市

福島県三島町

東京都八丈町

富山県高岡市

福島県福島市

福島県伊達市

福島県桑折町

福島県国見町

福島県川俣町

みちのく真田ゆかりの地事業 57,870

地域連携DMO形成事業 80,000

ようこそミライへ～ゆざわおがちの住民サービス改革＆エリアプロモーショ
ン事業～

73,600

山形・上山・天童三市連携・DMO構築による観光客誘客事業 100,000

みやぎ「県南浜街道」誘客促進事業 31,434

秋田の働き方改革推進事業 30,690

首都圏等からの修学旅行誘致事業 20,689

「CYCLE×TOURISM×HEALTH・CHILD-REARING」プロジェクト 7,059

フラワー長井線沿線「稼ぐ力」創造事業 79,000

月山ジオパーク推進協議会広域ＤＭＯ化推進事業 15,000

日・伊国交150周年記念山形・酒田の食と文化の発信事業 39,800

戦略的農産物を核とした成長サイクルの創出プロジェクト 67,700

西村山DMO推進事業　～山形どまんなか探訪プロジェクト～ 61,500

「大人の社会塾」を中心とした人材育成による地域活性化事業 110,945

福島県北5市町誘客推進事業 9,100
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（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

福島県白河市

福島県西郷村

栃木県那須町

福島県浪江町

福島県大熊町

福島県双葉町

茨城県

栃木県

群馬県

茨城県

茨城県石岡市

茨城県結城市

茨城県下妻市

茨城県高萩市

茨城県潮来市

茨城県守谷市

茨城県筑西市

茨城県坂東市
茨城県かすみがうら市

茨城県つくばみらい市

茨城県茨城町

茨城県城里町

茨城県大子町

茨城県八千代町

茨城県境町

茨城県利根町

茨城県

茨城県常陸太田市

茨城県常陸大宮市

茨城県行方市

茨城県

茨城県水戸市

茨城県結城市

茨城県笠間市

栃木県

栃木県宇都宮市

栃木県小山市

栃木県益子町

群馬県

群馬県前橋市

群馬県高崎市

サイクルツーリズム推進事業～観光・健康・復興に輪行で行こう～ 33,675

震災アーカイブス事業 220,000

北関東三県海外展開プロモーション事業 119,753

広域連携による外国人観光客誘致のためのデジタルDMO整備推進事業 164,570

第2のふるさと・いばらきプロジェクト推進事業 397,202

公共交通や民間事業者等を活用した日常生活支援事業 49,000

北関東三県DMO観光地域づくり推進事業 622,594



9

地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

茨城県

茨城県土浦市

茨城県石岡市

茨城県結城市

茨城県鹿嶋市

茨城県潮来市

茨城県筑西市

茨城県稲敷市
茨城県かすみがうら市

茨城県桜川市

茨城県小美玉市

茨城県美浦村

茨城県阿見町

茨城県境町

茨城県常陸太田市

茨城県大子町

茨城県笠間市

茨城県土浦市

茨城県石岡市

茨城県つくば市
茨城県かすみがうら市

茨城県桜川市

茨城県つくば市

茨城県下妻市

茨城県筑西市

茨城県桜川市

茨城県ひたちなか市

茨城県日立市

茨城県常陸太田市

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

茨城県常陸大宮市

秋田県大館市

茨城県稲敷市

茨城県美浦村

茨城県阿見町

千葉県神崎町

茨城県茨城町

茨城県鉾田市

茨城県大洗町

茨城県城里町

茨城県常陸大宮市

茨城県河内町

茨城県美浦村

茨城県境町

茨城県五霞町

千葉県野田市

栃木県

栃木県益子町

水郷筑波・サイクリングによるまちづくりプロジェクト 339,984

「竜神～袋田」広域連携によるDMO組成を目指した観光誘客推進事業 23,535

筑波山地域ジオパーク構想を活用した地域づくりの連携事業 40,000

観光と産業のコラボレーション
－常陸大宮市・大館市友好都市事業：400年の時空を超えて－

10,720

圏央道北東エリア連携・交流軸形成事業 127,000

ラムサール条約登録湿地「涸沼」を生かした広域観光等推進事業 47,597

地域公共交通広域連携事業 58,800

三市（ひたちなか市・日立市・常陸太田市）連携デジタルものづくり拠点化
事業

69,600

鹿行広域DMOプロジェクト 114,100

「とちぎの器」海外販路・誘客推進による地場産業振興事業 84,508

御前山・那珂川を活用した広域地域連携による観光強化・ＤＭＯ設立事業 24,050

廃止された河内町給食センターを利用した「米ゲル」大量生産プラントの開
発・設置・実証実験事業

80,000

利根川・江戸川の魅力を活用したDMO観光地域づくりの連携事業 64,000
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

栃木県

栃木県日光市

栃木県大田原市

栃木県矢板市

栃木県那須烏山市

栃木県塩谷町

栃木県那須町

栃木県那珂川町

栃木県

群馬県

栃木県

栃木県宇都宮市

栃木県足利市

栃木県栃木市

栃木県佐野市

栃木県鹿沼市

栃木県日光市

栃木県小山市

栃木県真岡市

栃木県大田原市

栃木県矢板市

栃木県那須塩原市

栃木県さくら市

栃木県那須烏山市

栃木県下野市

栃木県上三川町

栃木県益子町

栃木県茂木町

栃木県市貝町

栃木県芳賀町

栃木県壬生町

栃木県野木町

栃木県塩谷町

栃木県高根沢町

栃木県那須町

栃木県那珂川町

栃木県宇都宮市

栃木県芳賀町

栃木県鹿沼市

栃木県那須烏山市

栃木県小山市

栃木県野木町

栃木県小山市

茨城県結城市

群馬県富岡市

群馬県伊勢崎市

群馬県藤岡市

群馬県下仁田町

埼玉県熊谷市

埼玉県本庄市

埼玉県深谷市

群馬県安中市

群馬県

群馬県下仁田町

とちぎ材需要創造戦略事業 97,377

先端ものづくり産業支援技術力強化事業 147,620

シェアサイクルを活用した渡良瀬遊水地広域誘客推進事業 45,397

アニメを活用した田んぼアート6次産業化事業 21,243

世界遺産富岡製糸場と絹産業遺産群を擁する『上武絹の道』推進事業 123,576

スポーツを核とした地方創生推進事業 71,400

ＬＲＴ事業における新たな魅力創造事業 74,877

下野の国二大祭り×２市＝まちの賑わい∞（無限大）プロジェクト 77,891

ぐんま魅力ある観光地域づくり推進事業～地域ＤＭＯの形成・確立と連携
推進～

79,964
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

群馬県中之条町

群馬県

埼玉県鶴ヶ島市

埼玉県坂戸市

千葉県

千葉県銚子市

千葉県館山市

千葉県佐倉市

千葉県旭市

千葉県柏市

千葉県勝浦市

千葉県市原市

千葉県鴨川市

千葉県南房総市

千葉県匝瑳市

千葉県香取市

千葉県いすみ市

千葉県御宿町

千葉県鋸南町

千葉県

千葉県千葉市

千葉県船橋市

千葉県

千葉県銚子市

千葉県南房総市

千葉県いすみ市

千葉県東金市

千葉県九十九里町

千葉県市原市

千葉県君津市

東京都杉並区

静岡県南伊豆町

東京都杉並区

北海道名寄市

群馬県東吾妻町

新潟県小千谷市

静岡県南伊豆町

東京都荒川区

秋田県秋田市

東京都三鷹市

福島県矢吹町

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

さまざまな交通手段の連携による県内観光地へのアクセス強化・観光プロ
モーション事業

139,285

東京湾海辺振興事業～東京湾ツーリズム旅客船運航実証実験事業を軸と
して～

82,200

都会から手の届くちばの田舎暮らし・週末移住・定住体験事業 115,310

ヘルスツーリズム事業モデル展開事業 43,086

坂戸市・鶴ヶ島市生涯活躍できるまち広域構想事業 117,514

都市と地方の連携による移住・交流促進事業 9,350

中学生の秋田体験旅行事業 4,776

姉妹市町　元気創造交流プロジェクト 8,527

九十九里地域観光復活化事業 68,175

～観光でつなぐ～「里山しごとづくりプロジェクト」 73,195

広域連携による健康創造型生涯活躍のまち推進事業 23,950

未病の戦略的エリア「未病いやしの里」構築事業（県西地域活性化プロジェ
クト）

173,798
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

神奈川県

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

山梨県

神奈川県

埼玉県

神奈川県相模原市

神奈川県大和市

神奈川県座間市

神奈川県寒川町

神奈川県相模原市

神奈川県寒川町

神奈川県伊勢原市

神奈川県秦野市

神奈川県厚木市

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

神奈川県綾瀬市

神奈川県海老名市

神奈川県座間市

新潟県

新潟県糸魚川市

新潟県

新潟県柏崎市

新潟県長岡市

新潟県三条市

新潟県柏崎市

新潟県小千谷市

新潟県十日町市

新潟県見附市

新潟県燕市

新潟県魚沼市

新潟県南魚沼市

新潟県弥彦村

新潟県出雲崎町

新潟県津南町

中小企業IoT化推進事業 58,186

産業用ロボット導入支援加速化事業 107,330

販路開拓支援加速化事業 2,000

三浦半島魅力最大化プロジェクト推進事業（三浦半島ＤＭＯ連携事業） 231,849

富士山の自然を活かしたヘルスツーリズムの広域観光ルート開発事業 12,000

高校生の力を地域産業に活かすまちづくりプロジェクト 49,085

水球のまち柏崎における日本水球の聖地化による地域活性化事業 45,600

中越文化・観光産業支援機構（仮称）による歴史資源を活かした観光振興 257,880

“つながる大山(おおやま)”プロジェクト　～アプリが結ぶ悠久の歴史・安らぎ
の霊峰～

59,024

あしがらローカルブランディング推進事業 36,680

３市広域連携エリアプロモーション推進事業 26,000
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

新潟県三条市

北海道室蘭市

福島県相馬市

栃木県茂木町

新潟県村上市

新潟県燕市

新潟県弥彦村

富山県南砺市

三重県鈴鹿市

三重県菰野町

大阪府高石市

山口県宇部市

佐賀県嬉野市

新潟県燕市

新潟県三条市

新潟県糸魚川市

新潟県

新潟県佐渡市

新潟県津南町

長野県栄村

新潟県佐渡市

新潟県

新潟県津南町

長野県栄村

富山県

富山県高岡市

富山県黒部市

富山県小矢部市

富山県南砺市

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

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

富山県

岐阜県

富山県高岡市

富山県南砺市

ＲＥＳＡＳ及び佐渡航路データ等を活用した佐渡版ＤＭＯ形成事業 122,510

苗場山麓ジオパーク推進事業 8,500

首都圏情報発信拠点を核とした、とやま魅力発信戦略 127,302

2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連
合　新虎通り活用事業

80,600

地域に人を呼び込み、しごとを創生する『ものづくりのまち燕三条』発信事
業

61,684

新潟県ジオパーク資源を活かした広域観光連携事業 17,900

ＤＭＯを核とした観光振興施策の展開
【日本版ＤＭＯの設置】

303,812

富山県・岐阜県飛騨地域連携誘客促進事業 31,800

400年を超える高岡市の鋳物技術と600年を超える南砺市の彫刻技術を活用した地場産業活性化モ
デルの構築・展開事業～伝統技術と最新技術の融合による、歴史的資産等の再現・修復に係る海外

需要の掘り起し、獲得を通じた地場産業の再興に向けた好循環作り～
24,251
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

石川県

石川県金沢市

石川県七尾市

石川県小松市

石川県輪島市

石川県珠洲市

石川県加賀市

石川県羽咋市

石川県かほく市

石川県白山市

石川県能美市

石川県野々市市

石川県川北町

石川県津幡町

石川県内灘町

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

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

石川県

福井県

福井県鯖江市

福井県越前市

福井県越前町

福井県あわら市

石川県加賀市

福井県勝山市

福井県坂井市

福井県永平寺町

福井県坂井市

東京都品川区

山梨県富士吉田市

山梨県西桂町

山梨県忍野村

山梨県山中湖村

山梨県鳴沢村

山梨県富士河口湖町

山梨県富士吉田市

山梨県西桂町

山梨県北杜市

長野県富士見町

長野県原村

観光地域づくりに向けた石川版ＤＭＯ形成推進事業 216,500

石川の食文化と世界農業遺産を活用した６次産業化推進事業 248,500

石川・福井繊維企業連携新素材開発等支援事業 36,000

広域情報プラットホーム「富士山モ～ル」事業 9,900

ものづくり産業を核としたグローバルデザイナー拠点事業による新たな地
域ブランドづくり

8,000

日本の顔となる観光地域づくりのための八ヶ岳ＤＭＯ構築連携事業 15,170

丹南伝統工芸５産地連携未来プロジェクト 50,229

越前加賀インバウンド推進事業 35,000

全国連携まちの賑わい創出加速化事業 6,550
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

山梨県上野原市

山梨県小菅村

長野県

長野県小諸市

長野県中野市

長野県大町市

長野県飯山市

長野県東御市

長野県阿智村

長野県王滝村

長野県木曽町

長野県白馬村

長野県小谷村

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

長野県

長野県長野市

長野県駒ヶ根市

長野県千曲市

長野県軽井沢町

長野県大鹿村

長野県上松町

長野県南木曽町

長野県大桑村

長野県白馬村

長野県山ノ内町

長野県信濃町

長野県

長野県上松町

長野県南木曽町

長野県木祖村

長野県大桑村

長野県

長野県大町市

長野県池田町

長野県松川村

長野県白馬村

長野県小谷村

長野県

長野県上田市

長野県小諸市

長野県塩尻市

長野県千曲市

長野県東御市

長野県立科町

長野県青木村

長野県長和町

長野県坂城町

長野県

長野県大町市

木曽観光復興対策事業 38,649

「北アルプス連携自立圏」推進事業 24,021

恋するＮＡＧＡＮＯ　ＷＩＮＥ振興事業 81,509

古民家再生と広域体験観光による やまなしアプロー地～遊ぶ・学ぶ・暮ら
す～事業

39,000

ＤＭＯ構築による山岳高原観光推進事業 564,816

外国人旅行者倍増に向けた誘致強化事業 131,374

アーティスト・イン・レジデンス in 信州モデル事業 16,374
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

長野県

長野県塩尻市

長野県

長野県小布施町

長野県飯綱町

長野県

長野県上田市

長野県

長野県青木村

長野県大鹿村

長野県

長野県辰野町

長野県

長野県岡谷市

長野県諏訪市

長野県駒ヶ根市

長野県茅野市

長野県下諏訪町

長野県富士見町

長野県原村

長野県箕輪町

長野県中川村

長野県長野市

長野県須坂市

長野県千曲市

長野県坂城町

長野県小布施町

長野県高山村

長野県信濃町

長野県小川村

長野県飯綱町

長野県松本市

長野県上田市

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

長野県富士見町

長野県原村

長野県岡谷市

長野県須坂市

長野県駒ヶ根市

長野県安曇野市

長野県辰野町

多様な働き方普及促進事業 41,559

ひとり親家庭移住･定住支援事業 11,039

みらいの「ひと」と「しごと」を創る　信州フューチャーセンター事業 27,318

塩尻・松本・安曇野地域における「しごと」×「ひと」好循環創出事業 29,012

信州創生人材確保・地域活力創出生涯活躍のまち事業 77,165

諏訪圏６市町村によるＳＵＷＡブランド創造事業 93,818

外国人観光客を主なターゲットとする信州シルクロードを核とした広域観光
連携事業

37,399

移住交流（地域しごと支援センター）推進事業 30,336

長野地域ＵＪＩターン就職促進事業 16,680

松本・上田を圏域とした新たな広域観光誘客連携事業 18,321
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

長野県飯田市

長野県松川町

長野県高森町

長野県阿南町

長野県阿智村

長野県平谷村

長野県根羽村

長野県下條村

長野県売木村

長野県天龍村

長野県泰阜村

長野県喬木村

長野県豊丘村

長野県大鹿村

長野県諏訪市

長野県岡谷市

長野県茅野市

長野県下諏訪町

長野県富士見町

長野県原村

長野県須坂市

長野県小布施町

長野県高山村

長野県須坂市

長野県小布施町

長野県高山村

長野県駒ヶ根市

長野県伊那市

長野県飯島町

長野県南箕輪村

長野県中川村

長野県宮田村

長野県茅野市

長野県上田市

長野県岡谷市

長野県諏訪市

長野県立科町

長野県長和町

長野県下諏訪町

長野県塩尻市

長野県筑北村

長野県青木村

長野県長和町

長野県箕輪町

長野県

長野県伊那市

長野県駒ヶ根市

長野県辰野町

長野県飯島町

長野県南箕輪村

長野県中川村

長野県宮田村

長野県飯綱町

長野県高山村

飯田下伊那地域における航空機産業分野の人材育成と技術開発力の強
化　広域連携事業

430,000

中央アルプスジオパーク構想を活用した観光地域づくり連携事業 42,300

ＤＭＯ設立に向けたビーナスラインを基軸とした広域観光事業 26,600

木質バイオマス循環自立創生事業 33,703

御柱祭の知名度活用による諏訪エリアの長期滞在型観光創生事業 59,000

災害時医療体制整備事業 3,373

地元ケーブルテレビと連携したプロモーション事業 12,000

都会と田舎をつなぐ真田丸の里信州小県（ちいさがた）ご当地蕎麦イベント 4,100

「信州・上伊那」の地域力向上推進事業 92,494

ICTを活用した最先端農業技術研究に関する実証実験事業（深化型） 108,500
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

長野県飯綱町

長野県小布施町

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

岐阜県中津川市

岐阜県下呂市

岐阜県

岐阜県養老町

岐阜県関ケ原町

岐阜県

岐阜県各務原市

岐阜県

岐阜県美濃市

岐阜県大垣市

岐阜県本巣市

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

岐阜県大垣市

岐阜県本巣市

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

岐阜県高山市

岐阜県飛騨市

岐阜県下呂市

岐阜県白川村

岐阜県高山市

岐阜県飛騨市

岐阜県下呂市

岐阜県白川村

岐阜県高山市

長野県松本市

岐阜県関市

岐阜県美濃市

岐阜県郡上市

プロフェッショナル人材を活用した「しごとの学び舎」創設事業
～まちの未来づくりプロジェクト～

17,300

「長良川ＤＭＯ(仮)」と連携した長良川流域周遊・滞在型観光推進プロジェク
ト

37,200

下呂・中津川広域観光ルート強化促進事業 20,000

国内・海外観光プロモーション事業 60,000

西美濃地域定住促進ＰＲ事業 36,000

飛騨地域ツーリズム推進連携事業 34,000

広域連携による養老鉄道と近隣観光地の活性化事業 115,000

航空宇宙産業を支えるまち・ひと・しごとづくり連携事業 73,527

美濃和紙ブランドの価値向上・発信事業 22,957

飛騨地域移住・定住促進連携事業 20,000

山岳観光推進事業 10,000

関・美濃・郡上「長良川の恵みと暮らそう」プロジェクト推進事業 4,500
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

岐阜県美濃市

埼玉県小川町

埼玉県東秩父村

島根県浜田市

岐阜県恵那市

岐阜県多治見市

岐阜県中津川市

岐阜県瑞浪市

岐阜県土岐市

岐阜県美濃加茂市

鳥取県米子市

岐阜県池田町

岐阜県揖斐川町

岐阜県北方町

岐阜県瑞穂市

岐阜県本巣市

岐阜県大野町

静岡県

香川県

静岡県静岡市

静岡県焼津市

静岡県御前崎市

静岡県牧之原市

静岡県吉田町

静岡県富士宮市

静岡県富士市

静岡県裾野市

静岡県長泉町

静岡県函南町

静岡県沼津市

静岡県熱海市

静岡県三島市

静岡県伊東市

静岡県下田市

静岡県伊豆市

静岡県伊豆の国市

静岡県東伊豆町

静岡県河津町

静岡県南伊豆町

静岡県松崎町

静岡県西伊豆町

愛知県

愛知県新城市

愛知県豊橋市

愛知県田原市

愛知県西尾市

愛知県半田市

愛知県碧南市

愛知県常滑市

愛知県幸田町

愛知県豊根村

ユネスコ和紙ブランド推進連携事業 30,566

東濃ぐるりん観光誘客事業 50,000

二市連携ICT活用保育事業 62,345

広域連携による水産物を活用した産業活性化事業 38,832

富士山３７７６型広域DMO推進事業 44,500

みんなで子育てするまち推進事業 9,000

揖斐池田サイクルトレイン日本一への挑戦プロジェクト 29,700

広域公共交通グランドデザイン策定によるまちの賑わいの創出事業 46,500

「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
　（広域連携による「しごと」づくりと地域づくりモデル）

668,160

「醸造・器・和の心」が奏でる新たな観光ルート”竜の子街道”造成事業 61,000

低温プラズマ技術実装化推進事業 130,000

日本版DMO「美しい伊豆創造センター」による広域観光地域づくり事業 160,000

奥三河DMO整備連携推進事業 110,684

次世代「農力」創生事業 6,000
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

三重県

神奈川県

神奈川県小田原市

長野県

長野県上田市

三重県伊賀市

滋賀県

滋賀県甲賀市

佐賀県

佐賀県嬉野市

三重県

三重県津市

三重県名張市

三重県尾鷲市

三重県亀山市

三重県鳥羽市

三重県熊野市

三重県いなべ市

三重県東員町

三重県多気町

三重県明和町

三重県大紀町

三重県南伊勢町

三重県紀北町

三重県御浜町

三重県紀宝町

三重県尾鷲市

三重県紀北町

三重県熊野市

三重県尾鷲市

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

滋賀県

滋賀県彦根市

滋賀県近江八幡市

滋賀県甲賀市

滋賀県東近江市

滋賀県米原市

滋賀県日野町

滋賀県愛荘町

滋賀県豊郷町

滋賀県甲良町

滋賀県多賀町

滋賀県

滋賀県大津市

滋賀県守山市

滋賀県高島市

滋賀県米原市

「忍者」のマーケティング・セールス推進事業 125,000

「世界遺産」「地域産業」を活用した観光ＤＭＯ推進事業 17,120

近江に根ざして120年・「近江鉄道」沿線魅力再発見・創出事業 34,423

自転車による琵琶湖一周「ビワイチ」による”体験型観光ネックレス”創造事
業

273,325

「ええとこやんか三重」県と市町の移住促進事業 69,194

地域農水産物の特産品化によるしごと創生プロジェクト 6,291

子育てしたい・しやすいまちづくりによる移住促進事業 24,747
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

滋賀県

三重県伊賀市

滋賀県草津市

滋賀県栗東市

滋賀県甲賀市

滋賀県湖南市

滋賀県日野町

滋賀県大津市

東京都府中市

福井県あわら市

滋賀県彦根市

滋賀県多賀町

滋賀県東近江市

三重県いなべ市

京都府

京都府舞鶴市

京都府宮津市

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

京都府京丹後市

京都府伊根町

京都府与謝野町

京都府

京都府福知山市

京都府綾部市

京都府亀岡市

京都府南丹市

京都府京丹波町

京都府

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

京都府福知山市

京都府

京都府綾部市

京都府

京都府福知山市

京都府舞鶴市

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

琵琶湖～鈴鹿山脈～伊勢湾にわたる広域観光圏形成事業
　― ２水１山広域観光 ―

59,885

京都丹後食産業創生事業 97,950

京都府北部地域連携都市圏広域観光推進事業（海の京都ＤＭＯ地域活性
化推進）

443,399

忍者列車でいく！草津線沿線の魅力を活かした公共交通利用促進・地域
活性化事業

81,885

百人一首かるたコンテンツを活用した観光誘客推進事業 82,904

光とアートで発信する付加価値創造（ブランディング）事業 81,795

京都府北部地域連携都市圏移住・定住プロジェクト 83,520

森の京都ＤＭＯ地域活性化推進事業 241,518

お茶の京都ＤＭＯ地域活性化推進事業 242,725

京都府北部地域連携都市圏　地（知）の拠点推進事業 53,730
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

京都府南丹市

京都府亀岡市

京都府京丹波町

京都府木津川市

京都府京田辺市

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

京都府大山崎町

岐阜県関ケ原町

京都府精華町

京都府京田辺市

京都府木津川市

大阪府堺市

大阪府羽曳野市

大阪府藤井寺市

大阪府泉佐野市

青森県弘前市

大阪府交野市

大阪府枚方市

兵庫県

京都府

京都府京丹後市

兵庫県豊岡市

兵庫県香美町

兵庫県新温泉町

鳥取県

鳥取県鳥取市

鳥取県岩美町

兵庫県神戸市

兵庫県西宮市

兵庫県姫路市

熊本県熊本市

兵庫県加古川市

兵庫県稲美町

兵庫県播磨町

兵庫県赤穂市

和歌山県田辺市

奈良県御所市

奈良県葛城市

奈良県香芝市

奈良県大和高田市

奈良県御所市

奈良県葛城市

奈良県広陵町

奈良県明日香村

奈良県橿原市

奈良県高取町

奈良県上牧町

奈良県王寺町

奈良県広陵町

奈良県河合町

京都丹波移住定住プロジェクト 13,500

相楽圏域におけるインバウンド観光事業 21,242

都市と地方をつなぐ就労支援カレッジ事業 77,521

天の川プロジェクト 18,100

山陰海岸ジオパーク資源を活用したDMO広域観光連携事業 153,892

「天下取り」ブランド構築事業 106,100

けいはんな学研都市の都市ブランド醸成による定住促進事業 24,000

百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録による賑わい創出事業 55,760

赤穂の「塩」を活用した素・流・人（ソルト）事業～赤穂Collabo田辺～ 13,900

御所市葛城市共同観光推進事業 11,660

葛城地域観光振興シネマプロジェクト推進事業 50,000

灘の酒　首都圏・海外ＰＲ事業 10,000

姫路城と熊本城の特性を活かした観光客誘致事業 30,000

クラウドソーシング＆クラウドファンディング利活用一市二町連携事業 15,000

「日本」のはじまりの地「飛鳥」から、新しい日本を創る 30,000

すむ・奈良・ほっかつ！　～移住プロジェクト～ 96,000
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

和歌山県

和歌山県岩出市

和歌山県九度山町

和歌山県高野町

和歌山県

和歌山県橋本市

和歌山県かつらぎ町

和歌山県九度山町

和歌山県高野町

和歌山県紀の川市

和歌山県

和歌山県岩出市

和歌山県みなべ町

和歌山県

和歌山県田辺市

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

島根県

鳥取県

島根県

鳥取県鳥取市

兵庫県香美町

兵庫県新温泉町

鳥取県岩美町

鳥取県若桜町

鳥取県智頭町

鳥取県八頭町

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

鳥取県江府町

「世界遺産追加登録」を契機とした外国人観光客の“長期滞在型”周遊 206,332

紀の川エリアおもてなし観光サイクリング推進 13,600

梅（UME）産業のグローバル化計画推進事業 45,586

和歌山の新たな魅力発見「戦国わかやま」 97,897

遊！楽！住！県境を越えた日本一の海幸・山幸回廊づくり
（鳥取県因幡地域・兵庫県北但西部地域連携事業）

116,821

鳥取県西部圏域移住定住推進加速化連携事業
～「想像以上の暮らしやすさ・とっとりＷＥＳＴ」移住加速化プロジェクト～

18,767

パワード　by　大山　ＤＭＯ設立基盤構築事業 96,003

伯耆国「大山開山１３００年祭」推進事業 18,074

山陰ＤＭＯ広域観光推進事業 130,000

境港流通プラットホームによる日本海側国内RORO船定期航路化推進事業 38,400
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

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

島根県松江市

鳥取県米子市

鳥取県境港市

島根県出雲市

島根県安来市

島根県松江市

鳥取県米子市

鳥取県境港市

島根県出雲市

島根県安来市

島根県海士町

島根県奥出雲町

島根県飯南町

島根県川本町

島根県邑南町

島根県津和野町

島根県吉賀町

島根県西ノ島町

島根県知夫村

島根県隠岐の島町

島根県海士町

島根県西ノ島町

島根県知夫村

岡山県赤磐市

岡山県瀬戸内市

岡山県和気町

岡山県美作市

兵庫県佐用町

岡山県西粟倉村

岡山県美作市

兵庫県宍粟市

兵庫県上郡町

兵庫県佐用町

鳥取県智頭町

岡山県西粟倉村

広島県福山市

岡山県笠岡市

岡山県井原市

広島県三原市

広島県尾道市

広島県府中市

広島県世羅町

広島県神石高原町

広島県東広島市

広島県竹原市

山口県宇部市

山口県山口市

中海・宍道湖・大山圏域ブランド化推進プロジェクト
～山陰まんなか共和国の挑戦～

111,000

離島・中山間地域連合による「しまね留学」加速化事業
～教育魅力化による「地方創生人材の育成」×「新たな人の流れの創出」

～
27,604

世界ジオパークを活用した持続可能な観光地域づくり連携事業 49,816

DMOを核とした鳥取中部広域観光振興事業 68,565

地域の宝・若桜鉄道の生き残りをかけた挑戦事業 73,391

中海・宍道湖・大山圏域のローカルToグローバルイノベーション推進プロ
ジェクト

19,000

備後の魅力まるごとプロモーション 13,694

インバウンド観光促進事業 25,236

宇部市及び山口市の連携による「テクノロジー×アート」人材育成・地元定
着促進事業

48,000

吉井川流域に点在する観光資源の広域連携事業
　～高瀬舟にゆかりのある地域を結んで観光資源の価値を生み出し雇用を

創出～
26,600

国際スポーツ関連産業クラスター構想推進事業 100,000

兵庫・鳥取・岡山三県境地域インバウンド推進事業 19,803
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

山口県山口市

山口県宇部市

山口県美祢市

徳島県

宮城県

福島県

長野県

三重県

滋賀県

鳥取県

岡山県

広島県

山口県

高知県

宮崎県

徳島県三好市

徳島県美馬市

徳島県つるぎ町

徳島県東みよし町

香川県丸亀市

香川県坂出市

香川県三豊市

香川県観音寺市

香川県小豆島町

香川県土庄町

愛媛県西条市

愛媛県新居浜市

高知県

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

北海道

岡山県

岡山県真庭市

大分県

高知県

高知県高知市

高知県南国市

高知県香南市

高知県香美市

高知県

高知県室戸市

高知県安芸市

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

丸亀・坂出周遊観光圏の形成と地域活性化推進事業 59,000

地域間連携による公共交通利用促進事業（コミュニティバス運行事業） 17,345

瀬戸内海の小豆地域から発信する移住・定住促進事業 117,690

山口観光維新DMO推進事業 101,562

「いいね！地方の暮らしフェア」開催事業（「日本創生のための将来世代応
援知事同盟」共同事業）

65,783

山間集落の暮らし体験を中心とした体験交流による地域づくり推進事業 23,680

まんなか高知・広域観光加速化プロジェクト 49,543

広域観光組織設立等による高知県東部DMO推進事業 53,750

新居浜・西条圏「ひと」「しごと」マッチング強化事業 11,282

嶺北地域の里山・自然資源活用による広域観光推進連携事業 35,200

ＣＬＴ等木材利用推進普及事業 272,679
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

高知県

高知県土佐市

高知県いの町

高知県仁淀川町

高知県佐川町

高知県越知町

高知県日高村

高知県

高知県須崎市

高知県中土佐町

高知県梼原町

高知県津野町

高知県四万十町

高知県

高知県宿毛市

高知県土佐清水市

高知県四万十市

高知県大月町

高知県三原村

高知県黒潮町

福岡県

山口県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

福岡県

山口県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

福岡県

山口県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

仁淀ブルーを活用したＤＭＯ観光地域づくりの連携事業 62,000

 九州・山口発ベンチャー支援プラットフォーム事業 10,183

九州グローバル人材活用促進事業 49,131

九州・山口農商工連携・6次産業化推進事業 10,804

奥四万十観光地域づくり連携事業 118,845

四万十・足摺エリア版DMOによる広域観光推進連携事業 69,000

九州・山口ふるさと若者就職促進プロジェクト 75,192
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

福岡県

福岡県宗像市

福岡県福津市

福岡県行橋市

福岡県豊前市

佐賀県

長崎県

佐賀県

長崎県

長崎県

長崎県島原市

長崎県対馬市

長崎県五島市

長崎県西海市

長崎県

長崎県島原市

長崎県平戸市

長崎県松浦市

長崎県壱岐市

長崎県雲仙市

長崎県新上五島町

長崎県島原市

青森県西目屋村

長崎県諫早市

佐賀県太良町

長崎県壱岐市

長崎県対馬市

長崎県五島市

長崎県新上五島町

鹿児島県屋久島町

長崎県南島原市

長崎県

長崎県波佐見町

佐賀県有田町

熊本県

長崎県

長崎県島原市

長崎県雲仙市

長崎県南島原市

熊本県上天草市

熊本県苓北町

熊本県

熊本県南小国町

肥前陶磁器歴史・文化ツーリズム創出事業 163,915

「ながさき」の浜のひとづくり･しごとづくりプロジェクト 262,192

国際交流県「ＮＡＧＡＳＡＫＩ」観光魅力最大化プロジェクト 201,049

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群　世界文化遺産登録推進事業 89,839

一座建立　～人と地域資源が磨き輝く「けいちくＤＭＯ推進事業」～ 125,557

長崎・佐賀両県の優れた地域資源を活用した「肥前の国」魅力発信・交流
人口拡大事業

53,054

長崎自動運転プロジェクト 54,424

「伝統とモダン、有田・波佐見物語り」事業 23,700

ＶＩＳＩＴあまくさ・しまばらプロジェクト推進事業 77,281

日本一の距離を越える共同観光プロモーション事業
～国内第１号：世界ジオパークと世界自然遺産がつなぐ絆～

56,400

街道がつなぐ多良岳広域観光地域づくり 33,042

福岡市・九州離島広域連携事業 220,000

世界文化遺産登録に向けた阿蘇草原再生プロジェクト 45,200
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

熊本県

熊本県八代市

熊本県人吉市

熊本県水俣市

熊本県氷川町

熊本県芦北町

熊本県津奈木町

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

熊本県荒尾市

熊本県玉東町

熊本県長洲町

熊本県和水町

熊本県水俣市

熊本県津奈木町

熊本県玉名市

熊本県山鹿市

熊本県菊池市

熊本県和水町

熊本県上天草市

熊本県天草市

熊本県阿蘇市

熊本県南小国町

熊本県小国町

熊本県産山村

熊本県高森町

熊本県西原村

熊本県南阿蘇村

熊本県阿蘇市

熊本県南小国町

熊本県小国町

熊本県産山村

熊本県高森町

熊本県西原村

熊本県南阿蘇村

熊本県天草市

熊本県苓北町

熊本県合志市

熊本県菊池市

熊本県高森町

熊本県湯前町

熊本県高森町

大分県

福岡県

宮崎県

しごとづくり・ひとづくり・いきいき「初恋のまちづくり」推進事業 80,600

菊池川流域の４市町連携による外国人観光客増加に向けた総合的な取組
み

13,100

あまくさ島旅サイクリング推進事業 10,500

くまもと県南ローカルブランディングプロジェクト（食と観光連携事業） 70,000

ひとが輝くまちづくり　人材発掘・育成プロジェクト 58,456

官民広域連携による創業・子育て・教育応援等の施策実行を通じた女性活
躍地域創造事業

63,000

漫画・アニメのメディアコンテンツを活用したしごと創生事業 40,100

九州連携医療機器産業拠点形成事業 10,026

阿蘇地域若者雇用等連携事業 30,491

阿蘇地域観光客受入促進連携事業 38,000

天草の特色ある地域資源を活用した「ＤＭＯ観光地域づくり」連携事業 48,220
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

大分県

大分県大分市

大分県別府市

大分県佐伯市

大分県臼杵市

大分県津久見市

大分県竹田市

大分県豊後高田市

大分県宇佐市

大分県豊後大野市

大分県国東市

大分県姫島村

大分県日出町

大分県玖珠町

大分県

大分県竹田市

大分県豊後大野市

大分県豊後高田市

大分県杵築市

大分県宇佐市

大分県国東市

大分県姫島村

大分県日出町

大分県豊後高田市

大分県国東市

大分県国東市

大分県豊後高田市

大分県杵築市

大分県姫島村

大分県九重町

大分県玖珠町

宮崎県

宮崎県日向市

宮崎県都農町

宮崎県

神奈川県川崎市

宮崎県

宮崎県都城市

宮崎県延岡市

宮崎県日南市

宮崎県串間市

宮崎県

大分県

恋叶い、運が開ける、新たな海辺の道づくり事業 25,459

広域連携アンテナショップ事業 48,180

「インバウンド観光推進」情報発信・おもてなしの充実事業 34,331

ものづくり産業地域連携推進事業 225,000

地域就農システム確立事業 167,204

神仏習合文化を活用した半島地域観光連携事業 34,785

東九州誘客促進プロモーション事業 13,000

みやざき里山新ビジネス創出事業 59,575

『ティンバー×リノベーション×サプライチェーン』推進事業 75,700

焼酎産業成長加速化事業 69,167
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

宮崎県

宮崎県宮崎市

宮崎県都城市

宮崎県延岡市

宮崎県日南市

宮崎県小林市

宮崎県日向市

宮崎県串間市

宮崎県西都市

宮崎県高原町

宮崎県綾町

宮崎県西米良村

宮崎県川南町

宮崎県高千穂町

宮崎県

宮崎県諸塚村

宮崎県椎葉村

宮崎県高千穂町

宮崎県日之影町

宮崎県五ヶ瀬町

宮崎県延岡市

大分県佐伯市

宮崎県延岡市

宮崎県日向市

宮崎県門川町

宮崎県日南市

宮崎県宮崎市

宮崎県都城市

宮崎県小林市

宮崎県串間市

宮崎県えびの市

宮崎県三股町

宮崎県高原町

宮崎県国富町

宮崎県綾町

宮崎県日南市

宮城県亘理町

静岡県磐田市

宮崎県日南市

宮崎県三股町

宮崎県小林市

宮崎県えびの市

宮崎県高原町

宮崎県日向市

宮崎県門川町

宮崎県諸塚村

宮崎県椎葉村

宮崎県美郷町

宮崎県新富町

宮崎県都農町

宮崎県都農町

宮崎県新富町

地域連携・官民連携による宮崎版ＤＭＯ推進事業 250,956

世界農業遺産「高千穂郷・椎葉山地域」ブランディング推進事業 199,808

ＩＴを活用した農業ブランディング構築事業 54,380

テレワークひとづくり事業（日南市）
ネットなお仕事誘致・創出事業（三股町）

14,248

北霧島観光振興機構（ＤＭＯ）推進事業 94,361

「食」と「連携」による東九州新時代創生事業～東九州（延岡・佐伯）バスク
化構想～

73,252

宮崎県北「ものづくり中小企業」域外展開推進事業 8,913

１０市町連携インバウンド推進事業 146,713

林業を核とした山の暮らしに新たな人を呼び込む耳川流域連携強化事業 7,000

こゆ地域づくり推進機構による日本版ＤＭＯ形成事業 36,000

「聖地・都農」全国・九州大会開催事業 36,637
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

鹿児島県

岩手県

岩手県釜石市

静岡県

静岡県伊豆の国市

山口県

山口県萩市

福岡県

福岡県北九州市

福岡県大牟田市

福岡県中間市

佐賀県

佐賀県佐賀市

長崎県

長崎県長崎市

熊本県

熊本県荒尾市

熊本県宇城市

鹿児島県鹿児島市

鹿児島県鹿屋市

鹿児島県垂水市

鹿児島県曽於市

鹿児島県志布志市

鹿児島県大崎町

鹿児島県東串良町

鹿児島県錦江町

鹿児島県南大隅町

鹿児島県肝付町

鹿児島県指宿市

鹿児島県南九州市

鹿児島県指宿市

鹿児島県枕崎市

鹿児島県南さつま市

鹿児島県南九州市

鹿児島県南大隅町

鹿児島県西之表市

鹿児島県中種子町

鹿児島県南種子町

鹿児島県奄美市

鹿児島県大和村

鹿児島県宇検村

鹿児島県瀬戸内町

鹿児島県龍郷町

鹿児島県奄美市

鹿児島県大和村

鹿児島県宇検村

鹿児島県瀬戸内町

鹿児島県龍郷町

鹿児島県奄美市

鹿児島県瀬戸内町

鹿児島県龍郷町

鹿児島県奄美市

鹿児島県宇検村

鹿児島県龍郷町

「明治日本の産業革命遺産」インタープリテーション推進事業 56,848

「大隅はひとつ！」大隅広域観光推進事業
～健やか半島　おおすみプロジェクト～

31,146

「南薩移住大学」創設事業 15,000

奄美大島サンセットプロモーション事業 20,000

本場奄美大島紬生産流通活性化事業 8,000

リュウキュウアユを活用した観光地域づくり団体育成事業 10,155

香港における鹿児島県南部広域観光物流加速化事業 69,600

ALL種子島広域観光推進事業 17,897

奄美大島ＤＭＯ（組織強化）事業 110,000
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

鹿児島県伊佐市

鹿児島県さつま町

鹿児島県瀬戸内町

鹿児島県宇検村

鹿児島県瀬戸内町

鹿児島県奄美市

鹿児島県宇検村

鹿児島県龍郷町

鹿児島県徳之島町

鹿児島県天城町

鹿児島県伊仙町

鹿児島県知名町

鹿児島県和泊町

沖縄県南城市

沖縄県八重瀬町

「奄美・琉球」世界自然遺産登録へ向けたネコ対策事業 31,538

おきのえらぶ島観光DMO化事業 10,300

地域資源の総合利活用を通じた「南城・八重瀬」広域創生スタートアップ事業
～ＴＰＰ・大型MICE施設整備を見据えた交流（ひと）、輸出（もの）促進事業から民間企業参入促進プ

ラットフォーム構築へ～
32,000

曽木の滝・大鶴湖・川内川を活用した自然体験型DMO観光推進事業 57,380

奄美大島南部町村　人の流れをつくる地域医療連携体制の構築 36,500

奄美大島における水産業振興戦略の策定と島内人材育成・供給システム
の構築

11,000
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＜２．通常事業分＞

地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

北海道 北海道ＤＭＯ・クロスメディアプロモーションと新幹線大交流圏の形成 384,006

北海道 次代を創る農林水産業の確立 193,400

北海道 北海道食ブランドの輸出拡大 103,236

北海道 【プロ人材】【ＲＥＳＡＳ】プロフェッショナル人材センター運営事業・地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）普及促進事業 82,288

北海道旭川市 大都市圏からの人材の誘致と活躍による旭川再生プロジェクト 39,101

北海道夕張市 若者が挑む、夕張をつなぐ未来づくりプロジェクト 77,700

北海道岩見沢市 ICT活用型総合戦略推進事業 56,000

北海道岩見沢市 健康で快適なまち「健康経営都市」構築事業 24,000

北海道網走市 網走市生涯活躍のまち（ＣＣＲＣ）構築推進モデル事業 9,000

北海道網走市 新たな「まちづくり会社」による地域商社機能の強化とものづくりに対する総合支援体制の構築事業 14,594

北海道留萌市 地域健康づくり関連人材の移住促進・養成プロジェクト 37,000

北海道苫小牧市 地方創生地域コミュニティ活性化支援事業 39,000

北海道苫小牧市 移住・定住促進に向けた苫小牧イノベーションプラットフォーム構築事業 21,000

北海道美唄市 小さな拠点づくりを核としたスポーツ・ツーリズム推進事業 70,738

北海道芦別市 星の降る里・あしべつ農畜産物６次産業化推進事業 25,000

北海道江別市 江別産農畜産物を活用した「食と健康としごと」の好循環推進事業
～世界でも例の無い市民ボランティアに支えられた食の臨床試験システム（江別モデル）を活かして～ 26,429

北海道江別市 「生涯活躍のまち」構想（えべつ版ＣＣＲＣ構想）推進事業 14,088

北海道紋別市 旧道都大学有効活用事業 2,803

北海道士別市 合宿の聖地創造ステップアップ事業 15,882

北海道士別市 農業未来都市創造ステップアップ事業 7,023

北海道名寄市 冬季スポーツ拠点化推進事業 29,046

北海道三笠市 地域資源を活用した食による観光づくり事業 49,963

北海道滝川市 滝川版ＣＣＲＣ・多世代交流推進事業 20,700

北海道滝川市 農と食を活かした雇用創出と地域産業の育成・支援事業 19,000

北海道砂川市 地域資源を核とした情報発信による観光客誘致事業 23,928

北海道恵庭市 台湾投資家のニーズを踏まえた対恵庭投資拡大事業 44,909

北海道恵庭市 東京圏まで約100分！恵まれた庭のアクティブライフ 13,016

北海道北広島市 北広島団地フェニックスプロジェクト 21,092

北海道石狩市 札幌圏臨海部における水素戦略推進事業 13,000

北海道北斗市 北海道新幹線開業効果促進事業（駅周辺の賑わい創出・観光資源の魅力発信とブランド化） 64,994

北海道当別町 当別町生涯活躍のまちづくり事業 34,958

北海道当別町 当別町地域商社設立事業 41,000

北海道知内町 豊かな暮らし創造プロジェクト事業 49,314

北海道知内町 地域特産品産業活性化整備事業 2,850

北海道八雲町 八雲町産業人材確保・育成事業（産業人材の確保・育成を目的とした新たな仕組みづくり） 16,300

北海道長万部町 東京理科大学、長万部町、事業コンソーシアムの連携による再生可能エネルギーを活用した先進的アグリビジネスプロジェクト 68,000

北海道江差町 ”古くて新しいまち江差”観光振興（地域DMO）事業 53,160

北海道上ノ国町 産学官連携による文化財の利活用による交流人口拡大及び一次産業人手不足解消事業 34,930

北海道厚沢部町 持続可能となる素敵な過疎のまちづくりによる生涯活躍のまち構想推進事業 69,457

北海道乙部町 地域商社「乙部創生株式会社（仮称）」を核とした産業振興事業 21,568

北海道今金町 「にぎわい今金」雇用創出支援事業 14,400

北海道せたな町 民間との連携による農業再生戦略事業 26,782

北海道黒松内町 コミュニティデザインによる町民総活躍のまちを目指して
『黒松内版ＣＣＲＣ事業』 24,620

北海道ニセコ町 対日直接投資を生かした国際観光リゾート創造事業 25,312

北海道ニセコ町 ２大産業地域（農業・観光）の特徴を活かした雇用創出・起業化事業 25,476

北海道倶知安町 住みたくなるリゾート（まち）づくり加速化事業 27,500

北海道積丹町 積丹版「健康食」と運動プログラム開発によるしごと創生事業 24,500

北海道積丹町 積丹の気候風土を生かした「スピリッツ開発」によるしごと創生事業 39,000

北海道奈井江町 生涯安心して暮らせるコンパクトタウンないえ構想推進事業 31,000

北海道長沼町 長沼とうふプロジェクト 31,000

北海道栗山町 ものづくりDIY工房を活用した起業支援プロジェクト 49,572

北海道浦臼町 地域資源を活用した「ワインの郷プロジェクト」事業 9,500
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

北海道浦臼町 「ジビエdeウラウス」プロジェクト　有害鳥獣で町おこし 25,500

北海道北竜町 北竜町ひまわり油再生プロジェクト 69,649

北海道鷹栖町 鷹栖町版ＣＣＲＣ推進事業 80,000

北海道当麻町 循環型林業長期ビジョン推進森林情報管理システム整備事業 54,043

北海道愛別町 安全・安心なまちづくり基盤整備事業 11,800

北海道上川町 ステイ＆コンシュームアップによるまちのにぎわい創出!来てよし!住んでよし!上川町まちづくりイノベーション事業 75,000

北海道東川町 文化芸術活用による人材ハブ機能促進事業 80,000

北海道美瑛町 「丘のまちびえい」魅力発信事業 20,839

北海道上富良野町 地域リソース活性化プロジェクト 16,318

北海道上富良野町 多世代指向健康づくりまちプロジェクト 34,216

北海道中富良野町 農業・観光・移住～しごと創出プロジェクト 20,211

北海道和寒町 南瓜の里「和寒町」ペポカボチャプロジェクト 11,200

北海道和寒町 小説の舞台「塩狩峠」を核とした観光振興事業 7,461

北海道剣淵町 絵本の里けんぶち観光地域づくり推進事業 30,000

北海道剣淵町 官民連携による農産物ブランド化推進事業 33,600

北海道下川町 下川タウンプロモーション推進事業 66,270

北海道下川町 森林総合産業の構築推進事業 9,720

北海道美深町 チョウザメ養殖を核とした雇用と観光づくり構想推進事業 75,600

北海道音威子府村 北海道おといねっぷ美術工芸高等学校軸とした人の流れの促進事業 20,711

北海道中川町 おいでよナカガワ「都民invitation」大作戦！事業 45,220

北海道増毛町 歴史と景観・食資源と活用した交流促進プロジェクト 35,680

北海道増毛町 地域資源活用　増毛まるごとプロジェクト 39,120

北海道小平町 地域文化と子育て支援融合事業 20,131

北海道苫前町 移住定住等受入体制づくり事業 2,724

北海道羽幌町 町立天売高等学校活性化による移住・定住促進一元化事業 29,483

北海道初山別村 村食・情報拠点づくり・地域おこし協力隊定住起業支援事業 32,292

北海道遠別町 「日本最北の米どころ」雇用創出加速化事業 12,800

北海道中頓別町 小規模・多機能型ミルクプラント拠点づくり事業 39,060

北海道中頓別町 中頓別町全社会資源参加シェアコミュニティ（ライドシェア）構築事業 30,956

北海道枝幸町 地域を支える「オホーツク枝幸」産業観光推進事業
　～地域を支える戦略拠点づくりとオホーツク枝幸DMOの確立～ 50,940

北海道枝幸町 木質バイオマスの有効活用による地域経済イノベーション創出事業 11,880

北海道利尻富士町 漁師を目指す若者を確保し育成するモデル事業 26,700

北海道幌延町 地域振興（観光）計画による幌延町創生プロジェクト 13,812

北海道美幌町 森林認証材ブランド化推進事業 8,669

北海道津別町 津別町共生のまちづくり事業 34,683

北海道小清水町 小清水町農業担い手育成プロジェクト事業 31,900

北海道遠軽町 Mori Spa Medical tourismによる健康のまちづくり事業 808

北海道遠軽町 白滝ジオパークとグリーンツーリズムを活用した交流人口の拡大事業 30,615

北海道興部町 興部町観光・小さな拠点づくり事業 17,000

北海道西興部村 地域しごと創り推進事業 7,890

北海道豊浦町 豊浦型総活躍社会の実現に向けた地域産業連携の環境整備事業 28,991

北海道白老町 「民族共生の象徴となる空間」開設を見据えた「白老版DMO」を核とした地域力(観光・商業・人材)強化事業 73,380

北海道厚真町 里・山を活用した新開拓民的働き方の再構築と環境資源が持つ新たな価値創出による起業の推進と生産世代の移住促進事業 37,696

北海道厚真町 ハスカップ地域ブランド化総合推進事業 15,472

北海道安平町 子育てアグリウーマンの働き方改革による新規就農希望世帯に選ばれる農村づくり事業＝子育て支援から始める地域ブランド農産品の継承＝ 24,331

北海道安平町 あびらの魅力資源を活用した民間主体による回遊交流と観光地域づくりに向けて 16,208

北海道浦河町 乗馬療育推進事業 19,302

北海道新ひだか町 馬力本願プロジェクト 52,700

北海道士幌町 町立農業高校における農業先端技術とマーケティング学習による魅力の向上と町の波及促進事業 8,500

北海道上士幌町 生涯活躍のまち　上士幌創生包括プロジェクト事業 45,000

北海道上士幌町 都市と地方の交流・移住定住加速化事業 32,674

北海道新得町 新得町ＤＭＯ観光推進事業 12,231

北海道清水町 アグリ人材確保・育成総合事業 12,341
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北海道清水町 地場資源を活かした情報発信拠点整備検討・実践事業 15,915

北海道芽室町 農福連携を活用した障がい者の生涯活躍のまちづくり推進事業 50,518

北海道芽室町 芽室町まちなか賑わい創出事業 13,279

北海道中札内村 中札内村観光振興強化事業 19,778

北海道大樹町 若手芸術家を酪農地帯でインキュベーションする協働プログラムモデル事業 8,000

北海道広尾町 子ども農山漁村交流から始める「まち・ひとづくり」 59,415

北海道幕別町 　図書館を核とした活字と笑いで活気あるまちづくり事業 7,672

北海道池田町 ワインのまち・いけだ推進プロジェクト 15,300

北海道池田町 ICT高度活用によるインバウンド受入基盤強化事業 21,100

北海道豊頃町 若者の活力を活かした総合プロモーション事業 14,444

北海道豊頃町 「報徳」で繋がる自治体ネットワークを活用した「互産互生（消）」拡大プロジェクト 6,900

北海道足寄町 農業人材移住就業サポート・地域ブランド化調査研究事業 45,390

北海道浦幌町 うらほろスタイル発展事業（ふるさと地域商社機能・サテライトオフィス） 56,672

北海道白糠町 アシル - トイタによる新産業構築事業　（※アシル - トイタとはアイヌ語で「新たな農業」の意味） 30,600

北海道白糠町 観光資源を磨き上げた観光地域づくりプロジェクト 5,000

北海道標津町 標津町の地域資源・既存ストックを活用した地域づくり推進プロジェクト 11,268

青森県 農林水産品の需要フロンティア拡大事業 105,700

青森県 水田農業の成長産業化を目指す先導的取組の加速事業 135,400

青森県 【プロ人材】【しごと支援センター】地方創生人材確保・支援事業 32,800

青森県弘前市 世界で活躍するクリエイターと連携した新たなプロダクト・観光コンテンツ開発事業 51,000

青森県弘前市 弘前版生涯活躍のまち推進事業 3,136

青森県八戸市 はっちを核とした創造都市推進事業 18,554

青森県八戸市 八戸の魅力発信！誘客推進事業 43,981

青森県黒石市 まち・むら活性化事業 46,744

青森県十和田市 とわだ産品を活用した地域内連携による６次産業化 36,105

青森県三沢市 三沢市地域農水畜産物ブランド化戦略アクションプラン実践構築事業 34,756

青森県むつ市 未来を担う人材育成・定着推進事業 2,968

青森県つがる市 地方と都市との交流による「稼ぐ力」発揮地域活性化事業 40,000

青森県蓬田村 蓬田村活力ある農業基盤構築事業 45,500

青森県鰺ヶ沢町 自生植物を活用したしごと創出事業 5,044

青森県深浦町 青森県初！山椒の産地化と６次産業化による地域革新プロジェクト 6,000

青森県藤崎町 地域商社（仮称）ふじさきファーマーズを核とした地域産業振興事業 46,482

青森県板柳町 りんごの里農業ビジネススクール事業 30,100

青森県鶴田町 労働力マッチングによる農業活性化事業 18,600

青森県野辺地町 復元北前型弁才船「みちのく丸」を拠点としたベイフロント計画推進事業～地域ブランドの確立～ 61,323

青森県七戸町 地域商社「しちのへ理想里（リゾート）観光物産公社（仮称）」を核とした地域経済活性化事業 53,020

青森県東通村 おしごとセンター設置事業 10,800

青森県東通村 地場産品のブランド化及び加工品開発による雇用創出・移住促進事業 16,800

青森県風間浦村 ゆかい村学びとふれあい創生事業 11,087

青森県三戸町 三戸町テレワーク推進事業 40,000

青森県南部町 買い物弱者支援事業（まごころ宅配事業） 15,706

岩手県 「黄金国いわて」ブランド強化事業 132,238

岩手県 次世代産業分野イノベーション創出促進事業 306,992

岩手県 いわて若者支援・創生人材育成加速化事業 73,691

岩手県 【プロ人材】【しごと支援センター】【RESAS活用】地方創生人材確保・支援事業 49,607

岩手県盛岡市 30万市民子育て応援プロジェクト 42,400

岩手県宮古市 宮古版地域ＤＭＯによる観光推進事業 31,501

岩手県大船渡市 大船渡市ふるさとテレワークセンターを核としたＩＴ利活用推進事業 15,000

岩手県花巻市 カイゼンの専門家を活用したサービス業生産性向上事業 7,884

岩手県北上市 「あじさい都市の実現」地域の生活機能を支える都市拠点の形成 12,542

岩手県北上市 企業集積を活かした地域産業のシナジー極大化事業 66,469

岩手県久慈市 ヘルスツーリズムの推進による地域ヘルスケアビジネス創出事業 35,700

岩手県久慈市 「あまちゃん」の活躍により、地域が元気になる未来づくり推進事業 44,300
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岩手県遠野市 遠野市中心市街地再生を基軸とした生涯活躍のまちづくりプロジェクト～遠野BREW　遠野物語第２章～ 60,000

岩手県一関市 ものづくり産業技術開発推進事業 53,507

岩手県陸前高田市 東日本大震災の経験・復興プロセスを活用した交流活動拠点づくり事業（空校舎の利活用） 75,000

岩手県釜石市 人を育て・人の流れをつくる「まちの人事部」機能構築事業 13,000

岩手県二戸市 奥南部の玄関口「二戸版ＤＭＯ」による観光・交流促進事業 29,000

岩手県八幡平市 訪日外国人観光客もてなし体制強化プロジェクト事業 20,685

岩手県滝沢市 「チャグチャグ馬コ」の里「滝沢市」：馬資源を活用した農産物のブランド化・地域共創事業 22,000

岩手県雫石町 町有地を活用した１００年の森とコミュニティライフの
共生によるCCRC事業 15,800

岩手県紫波町 リノベーションまちづくり事業／ストック活用型人材育成 52,630

岩手県矢巾町 ウェルネスタウンプロジェクト 60,000

岩手県矢巾町 ナトカリプロジェクト 20,000

岩手県西和賀町 地域資源（雪）をコンセプトとしたローカルブランディング、販路拡大事業及び地域商社の育成事業 43,000

岩手県西和賀町 「人と人、人と仕事、人と地域を繋げる」西和賀活性化事業 32,800

岩手県金ケ崎町 移住定住促進に向けたまちづくり会社設立検討事業 5,320

岩手県平泉町 浄土思想の伝承と体験を軸としたインバウンド観光推進プロジェクト 53,000

岩手県住田町 小さな拠点づくり事業 21,231

岩手県住田町 地域資源を活用した中心地域活性化事業 13,387

岩手県大槌町 大槌町ファン拡大プロジェクト 5,600

岩手県岩泉町 岩泉町まるごと高付加価値化プロジェクト 80,000

岩手県軽米町 地域商社「㈱軽米町産業開発」を核とした販路開拓による産業振興事業 14,056

岩手県九戸村 地域の経済拠点形成事業 62,881

岩手県一戸町 アンテナショップを活用した一戸町と首都圏の相互交流事業 41,660

宮城県 ＩＣＴを活用した生産性向上・新事業創出事業 80,083

宮城県 産学官金連携による「ものづくり企業」等集積促進事業 115,500

宮城県 東北・三陸ブランドの農林水産物等輸出加速化事業 167,700

宮城県 地域・公設試・事業者が連携した新たなブランド創出事業 264,000

宮城県 【プロ人材】プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業 56,000

宮城県仙台市 まちの賑わいとまちなか起業の好循環プロジェクト 15,784

宮城県石巻市 石巻圏ＤＭＯ設立スタートアップ事業 28,800

宮城県石巻市 「石巻の担い手」育成事業 32,000

宮城県気仙沼市 水産資源の多角的利用による新産業創出 41,000

宮城県白石市 「しろいし地場産品ブランド化」リバイバル事業 21,194

宮城県岩沼市 IWANUMA　WAY　岩沼版生涯活躍のまちプロジェクト 29,000

宮城県岩沼市 岩沼版：みんなで輝く「まち・ひと・しごと」づくりプロジェクト 37,900

宮城県登米市 登米市ビジネスチャレンジのまちづくり「起業・創業支援」プロジェクト 18,960

宮城県東松島市 健康観光マネジメントクラスター創生事業～良い生活を提供して、新しいビジネスを創造する～ 42,000

宮城県大崎市 宝の都(くに)・魅力化パッケージ事業 10,020

宮城県七ヶ宿町 人とモノの流れを再生する小さな拠点整備事業 60,754

宮城県村田町 まちづくり会社を核とした「しごと・交流」創出事業 31,600

宮城県柴田町 白石川一目千本桜・花回廊による商店街にぎわい事業 20,100

宮城県柴田町 自然休養村「太陽の村」リノベーション　障がい者が営む「石窯ピザと牛タンの店」開設 40,000

宮城県亘理町 わたしとわたりのブランドづくり事業 62,072

宮城県松島町 起業家・高齢者活躍の場創生事業 48,000

宮城県松島町 官民連携による松島リブランディング推進事業 32,000

宮城県七ヶ浜町 七ヶ浜うみの駅を活用した買い物弱者対策事業 10,000

宮城県利府町 利府発！アーティスト等との『コラボレーション・プランナー』創出事業～熱狂的ファンをターゲットにしたソーシャルビジネスの創出～ 68,500

宮城県富谷町 スイーツを核とした「とみや」シティブランドの確立と地域産業の活性化事業 41,582

宮城県加美町 “加美町アウトドアランド”形成事業 20,000

宮城県加美町 「音楽・農業・食」をテーマとした移住プロモーション事業 60,000

宮城県涌谷町 涌谷町かがやく創業まちづくり研究所 35,020

宮城県美里町 起業促進拠点事業 33,428

秋田県 「秋田の空」のものづくり推進事業 323,386

秋田県 あんべいい秋田！攻めの海外戦略展開事業 300,742
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秋田県 【プロ人材】地方創生人材確保・支援事業 50,593

秋田県秋田市 地域資源を活用した６次産業化等による新たな付加価値と雇用創出支援事業 45,201

秋田県横手市 DMOを中心としたよこてトータルブランディング事業 18,541

秋田県横手市 情報のメルティングポット「よこて情報センター」（仮称）事業 18,845

秋田県大館市 シングルペアレント移住定住促進事業「大人のインターンシップー安心して子育てできる大館で働きませんか！」 10,509

秋田県男鹿市 「生涯活躍のまち」展開支援事業　～歩いて暮らせるまちを目指して～ 77,790

秋田県湯沢市 「ゆざわ発新しい働き方」推進（クラウドソーシング導入・在宅ワーク推進）事業 3,812

秋田県鹿角市 移住促進事業 20,759

秋田県鹿角市 鹿角版DMO確立事業 35,654

秋田県由利本荘市 インターバル速歩を核とした健康の駅構築プロジェクト 28,078

秋田県由利本荘市 由利本荘まるごとブランド確立事業 12,148

秋田県大仙市 インバウンド向けを意識した花火実需拡大と小型玉市場のイノベーション 80,000

秋田県にかほ市 産業を支える人材の育成・確保事業 14,140

秋田県にかほ市 地域型DMOによる民間運営型『池田修三美術館』の設立 39,933

秋田県仙北市 近未来産業（ドローン）育成事業 24,360

秋田県藤里町 ふじさとＲｅデザインプロジェクト 32,420

秋田県藤里町 町民すべてが生涯現役を実践する事業 39,840

秋田県三種町 地域会社（ぷるるん）が担う観光情報の発信とふるさと資源の販売促進 71,950

秋田県八峰町 集落機能向上によるまちづくり推進事業 40,748

秋田県五城目町 チャレンジ！！　ドチャベンタウン五城目創造事業 20,100

秋田県八郎潟町 八郎潟町空き家利活用事業　～オール八郎潟でまちおこし～ 9,164

秋田県大潟村 大潟村産農産物・加工品の輸出促進事業 39,540

秋田県美郷町 “生薬の里　美郷”構想推進事業 35,582

秋田県羽後町 観光まちづくり事業 15,000

山形県 再生可能エネルギーを活用した地域活性化事業 32,745

山形県 「食産業王国やまがた」実現事業 128,872

山形県 「観光立県山形」しごと創出事業 74,501

山形県 「ものづくり山形」推進事業 115,835

山形県 山形をけん引する「人づくり」「地域づくり」推進事業 184,382

山形県 【プロ人材】【RESAS活用】地方創生人材確保・支援事業 44,053

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 59,012

山形県鶴岡市 世界に認められた“鶴岡食文化”を核とした地域産業振興事業 58,012

山形県酒田市 生涯活躍のまち構想推進事業 28,552

山形県上山市 上山型温泉クアオルト（健康保養地）事業 56,044

山形県村山市 地域資源を活用した創業支援と情報発信による交流拡大戦略 60,100

山形県村山市 「まるごとむらやま」ブランド力向上事業 10,500

山形県長井市 創業支援機能強化と大卒人材等の雇用拡大による地域産業活性化事業 55,000

山形県尾花沢市 空き家を活用した産業創出型シェアハウススタートアップ事業 20,017

山形県尾花沢市 おもてなし観光と地域資源を活かした尾花沢ブランド推進事業 27,650

山形県山辺町 伝統繊維産業いきいき活躍プロジェクト 25,757

山形県中山町 中山町版ＣＣＲＣ（生涯活躍のまち）構想整備計画策定事業 11,628

山形県中山町 中山町クリエイティ部による官民産学連携の生業創生事業 10,164

山形県西川町 月山のめぐみ総合産業活性化事業 16,317

山形県朝日町 移住⇒しごとトータルサポート事業 35,534

山形県朝日町 「朝日町ブランド」確立推進事業 17,526

山形県大江町 新規就農者育成・経営力強化支援事業 35,337

山形県大石田町 「地産外商」を目指した総合的な観光物産推進事業 9,300

山形県大石田町 協働の町づくりによる「生涯活躍のまち」プロジェクト 19,500

山形県最上町 里山再生ふるさと塾 20,400

山形県鮭川村 鮭川村民４，５００総活躍で農産物ブランド化事業 21,750

山形県高畠町 たかはたひと・しごと創生加速化事業 24,000

山形県川西町 川西版ＣＣＲＣ構想策定事業 11,800

山形県小国町 「小さな拠点」形成促進事業 12,180
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山形県白鷹町 日本の紅(あか)をつくる町　ﾅﾁｭﾗﾙﾘｿｰｽ“紅花”医食観光連携推進事業 30,300

山形県白鷹町 地域コミュニティいきいき共創プロジェクト事業 16,312

山形県飯豊町 飯豊町応援隊を活かした交流加速化による産業創出事業 54,700

山形県庄内町 先端的建築設計拠点化による「ひと」・「しごと」づくり事業 41,903

福島県 【プロ人材】【RESAS活用】地方創生人材確保・支援事業 69,059

福島県 成長産業等しごとづくりプロジェクト 131,821

福島県 起業の地ふくしま総活躍プロジェクト 150,982

福島県 ２次３次産業がけん引する６次化プロジェクト 34,064

福島県 メディア芸術等を活用した観光コンテンツ創出プロジェクト 126,887

福島県 あなたが必要！ふくしまへ移住促進プロジェクト 64,152

福島県会津若松市 次世代型食品生産トライアル、スマートアグリ連携事業 18,000

福島県会津若松市 デジタル未来アート事業 13,400

福島県郡山市 郡山産農産物等６次産業化加速化プロジェクト 48,600

福島県いわき市 「いわきバッテリーバレー構想」具現化スタートアップ事業 29,739

福島県いわき市 いわきスポーツブランディング事業 50,261

福島県白河市 白河産米を核としたローカル・サプライチェーン推進事業 38,500

福島県須賀川市 すかがわ岩瀬産農産物品質向上・販売促進対策事業 20,000

福島県喜多方市 蔵のまち喜多方DMO推進事業 21,383

福島県南相馬市 地域企業の魅力アップとＩＣＴ・スクールコミュニティを活用したふるさと回帰プロジェクト 14,590

福島県南相馬市 ロボット産業を核とした市内産業支援事業 50,500

福島県伊達市 生涯活躍のまち「伊達市版CCRC」推進事業 29,442

福島県桑折町 訪れてみたくなる”献上桃の郷こおり”　交流人口拡大プロジェクト 48,000

福島県国見町 大規模複合交流施設『里まち文化ステーション（道の駅）』徹底活用プロジェクト 79,329

福島県川俣町 「道の駅かわまた」活性化による交流拠点づくり事業 20,000

福島県天栄村 魅力発信ふるさと天栄村移住・定住・UIJターン促進事業 13,800

福島県只見町 ユネスコエコパーク（人間と自然との共生）只見の共生・交流型観光推進事業 80,000

福島県南会津町 南会津町魅力発信観光誘客プロジェクト～新型特急を核とした観光推進事業～ 39,900

福島県磐梯町 薬師信仰の拠点としての史跡慧日寺跡を中核としたブランディング戦略 47,000

福島県猪苗代町 農畜産物・産品等開発展開地域活性化推進事業 37,700

福島県会津坂下町 空き家等を活用したグリーンツーリズム推進事業 23,000

福島県湯川村 若者移住就農支援事業 30,500

福島県柳津町 美術館を起点としたアート観光推進による奥会津ブランド強化プロジェクト 11,027

福島県三島町 三島町生活工芸村構想推進プロジェクト 9,040

福島県金山町 かねやまふるさと留学支援事業 9,390

福島県金山町 地域の資源を活かした産業育成事業 1,010

福島県昭和村 ものづくりの学校事業 28,996

福島県昭和村 定住情報発信事業 41,409

福島県会津美里町 地域資源のブランド化と地場産品の販路開拓事業 32,155

福島県泉崎村 泉崎村魅力発見発信事業 36,000

福島県棚倉町 たなぐら版ヘルスツーリズム推進事業 80,000

福島県塙町 未利用資源(竹)を活用したオリジナルブランド化事業 70,800

福島県石川町 人材育成型いしかわタウンコンシェルジュ事業 17,472

福島県石川町 地域を結ぶワンストップ拠点　みんなのプレイパーク事業 41,269

福島県古殿町 健康食を核とした地域おこし事業 32,100

福島県三春町 移住・定住トータルサポート事業 11,000

福島県三春町 廃校を拠点とした戦略的観光地域づくり推進事業 25,000

福島県小野町 おのまち中心市街地賑わい創出事業 26,134

福島県小野町 子育て支援によるまちづくり事業 53,424

福島県楢葉町 楢葉町コンパクトタウン地域交流推進事業 24,069

福島県楢葉町 フル活用！空き家・空き地バンク事業 5,000

茨城県 中小企業ＩｏＴ等自動化技術導入促進事業 145,552

茨城県 【プロ人材】，【しごと支援センター】，【ＲＥＳＡＳ活用】地方創生人材確保・支援事業 85,182

茨城県水戸市 「ＢＬＯＯＭ！Ｍｉｔｏ ＣＩＴＹ」～インバウンド観光総合プロモーション事業～ 71,000
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茨城県土浦市 ICTなどを活用した商都復活支援事業 11,930

茨城県古河市 戦略産業・定住促進事業 48,704

茨城県結城市 若者と企業の活躍を育むまちづくり事業 13,000

茨城県常陸太田市 公共交通を活用した貨客混載による農作物販路拡大事業 36,970

茨城県高萩市 農産物・観光一体的なローカルブランディング事業 11,837

茨城県高萩市 まちなか創業支援事業 25,600

茨城県北茨城市 包括的ヘルスケアサービスによる健康都市づくり 67,310

茨城県北茨城市 芸術によるまちづくり 11,571

茨城県笠間市 移住・二地域居住を促進する東京圏との共創活動推進事業 22,958

茨城県笠間市 生涯活躍のまち（笠間版CCRC）構想推進事業 27,209

茨城県取手市 取手市創業支援事業「起業家タウン☆取手」 40,999

茨城県潮来市 水郷旧家からはじまる潮来流のおもてなし 58,322

茨城県守谷市 「ママが活躍する"まち"」プロジェクト 10,500

茨城県常陸大宮市 常陸大宮市＜ひたマルシェ＞交流事業　 9,840

茨城県常陸大宮市 常陸大宮市の魅力を活かすしごとづくり-茨城大学との協働による起業サポート事業- 
 2,400

茨城県那珂市 元気な那珂市創造プロジェクト 12,498

茨城県筑西市 筑西ブランド戦略によるプロモーション推進事業 17,908

茨城県坂東市 産学官連携による移住・定住・人材育成プロジェクト 29,100

茨城県桜川市 地域固有資源「ヤマザクラ」を核とした桜川市地域DMO形成準備事業 34,300

茨城県行方市 情報発信全国一のまちづくり事業 53,994

茨城県行方市 なめがた6次産業化農商工連携ビジネス地域創生事業 3,600

茨城県鉾田市 HOKOTA ＰＲＩＤＥ　推進事業　～農業所得日本一のまちづくり～ 68,326

茨城県小美玉市 熱烈歓迎"小美玉"-ようこそ小美玉- 16,000

茨城県大洗町 二葉地区バイオファームによる農業・観光振興事業 59,000

茨城県城里町 介護・福祉等事業所と連携した都心部からの定住強化プラン 11,000

茨城県美浦村 新交流拠点施設を基地とした農産品・６次化商品の直販並びに事業化 30,000

茨城県阿見町 阿見町地域農業活性化事業（農業体験型誘客プラン） 4,500

茨城県阿見町 阿見町生涯活躍のまちづくり事業 31,000

茨城県河内町 町に寄贈された古民家を活用した情報発信拠点及び地域産品レストランを中心とした「小さな拠点」事業 12,500

栃木県 とちぎ農産物海外ブランド力向上事業 140,676

栃木県 ＵＩＪターン就職加速化事業 33,424

栃木県 【プロ人材】【RESAS活用】地方創生人材確保・支援事業 86,139

栃木県足利市 外国人観光客誘致促進事業 36,500

栃木県足利市 テキスタイルテクノロジーグローバルプロモーション事業 30,000

栃木県栃木市 街なか連携インキュベーションによる平成の喜多川歌麿＆小平浪平育成プロジェクト 30,000

栃木県佐野市 訪日ムスリムインバウンド推進事業～Muslim Welcome Town SANO～ 29,124

栃木県鹿沼市 SATSUKI BONSAI 聖地(メッカ)のチャレンジ!! 稼げるフラワーガーデンプロジェクト 49,000

栃木県日光市 世界の日光を体験しよう！～Ｅｘｐｅrｉｅｎｃｅ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　ｏｆ　Ｎｉｋｋｏ！～ 35,000

栃木県日光市 ＳＵＫＩＤＥＳＵ日光体験事業 27,800

栃木県大田原市 大田原市への移住・定住促進事業 56,665

栃木県大田原市 大田原市CCRC推進事業 18,435

栃木県矢板市 スポーツを基軸とした新たな観光スタイル「＆スポーツ」 25,667

栃木県さくら市 小さな拠点づくり推進事業 21,100

栃木県さくら市 道の駅を有効活用した観光と移住連携事業 56,763

栃木県那須烏山市 那須烏山市ローカルベンチャー育成事業 10,635

栃木県那須烏山市 那須烏山市ジオパーク構想推進事業 9,372

栃木県下野市 しもつけ・未来・プロモーション事業（『しもつけ』を売り込め！！） 63,613

栃木県茂木町 移住・定住トータルサポート事業（しごと・住まい・生活） 27,746

栃木県茂木町 観光資源発掘事業 5,000

栃木県壬生町 観光振興による地域の稼ぐ力　強靭化プロジェクト 69,117

栃木県壬生町 健康スポーツによる生涯活躍４万町民プロジェクト 10,083

栃木県塩谷町 新たな地域交通システムの検討事業 17,000

栃木県塩谷町 新たな6次産業化の構築と新産業育成事業 15,500
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栃木県那須町 「もうひとつの那須」からはじまる地域力向上事業 47,500

群馬県 若年層の人材還流・定着 141,579

群馬県 地域資源の海外販路開拓・ブランド力強化 34,783

群馬県 医療・ヘルスケアビジネス産業集積加速化事業 51,546

群馬県 地方創生人材確保・支援事業 56,875

群馬県前橋市 大学退職教員等の豊富な知識と人脈を活用した「知の継承」プロジェクト 34,872

群馬県桐生市 IoT技術を有効活用した「新たなしごと、人の流れ」の創生、及び地方創生重点施策を加速化させる環境整備事業 80,000

群馬県伊勢崎市 Ｍａｄｅ ｉｎ いせさき進化事業 9,500

群馬県太田市 地元企業・大学と連携したグローバル人材育成事業 27,700

群馬県沼田市 安心で美味しい！ぬまたの特産品推進事業 7,000

群馬県沼田市 大河ドラマ「真田丸」を活用した地域活性化事業 56,542

群馬県渋川市 子育て親子応援事業 6,560

群馬県上野村 サスティナブルビレッジ　ゆーぱる上野村プロジェクト 80,000

群馬県神流町 恐竜産業を核とし観光分野との政策間連携による雇用創出・移住定住促進事業 47,345

群馬県下仁田町 道の駅「しもにた」を核とした小さな拠点づくり推進事業～まち・ひと・しごとの好循環を生む地域創生計画～ 58,171

群馬県南牧村 NPO法人を核とした仕事創生、移住推進事業 80,000

群馬県甘楽町 『The　Hotel　甘楽（かんら）プロジェクト』～町全体が一つのホテルに～ 34,900

群馬県中之条町 ふるさと移住・定住促進事業 21,000

群馬県片品村 「尾瀬の郷エリア」によるにぎわい創出および観光振興事業 73,800

群馬県みなかみ町 みなかみ版農・林・観光三位一体型地域経済循環プログラム 40,000

群馬県みなかみ町 『ＧＯ　ＷＩＬＤ！プロジェクト』　～都市生活者の「内なる自然」を取り戻すヘルスツーリズム事業～ 40,000

群馬県千代田町 イベントの魅力アップ推進事業（住民総参加による町の賑わい創出） 31,000

群馬県千代田町 地域活性化等調査研究支援事業（植木造園関連業の活性化支援） 24,500

埼玉県 埼玉産農産物ブランド創出・発信事業 111,221

埼玉県 彩の未来地域連携事業 50,000

埼玉県 埼玉に住もう！移住プロモーション事業 51,193

埼玉県 インバウンド経済活性化事業 52,947

埼玉県 【プロ人材】【RESAS活用】地方創生人材確保・支援事業 88,726

埼玉県川越市 産官学の連携による「健康食レストラン川越」の設置事業 15,000

埼玉県熊谷市 まち元気「ひと・しごと・にぎわい」創生事業 8,705

埼玉県川口市 市内経済好循環創生事業 53,826

埼玉県行田市 巨大アートを活用した観光戦略推進事業 21,800

埼玉県行田市 行田在来青大豆粉プロジェクト 10,000

埼玉県秩父市 秩父版CCRC推進事業 39,673

埼玉県所沢市 「COOL　JAPAN　FOREST構想」　推進事業 20,296

埼玉県所沢市 産学官連携「トコろん健幸プロジェクト」 36,822

埼玉県鴻巣市 ウォーキングポイントを利用したコミュニティづくり事業 38,000

埼玉県上尾市 家族の夢はあげおで叶う事業 13,910

埼玉県戸田市 女性再就職応援事業 40,065

埼玉県入間市 狭山茶ブランド振興プロジェクト 12,388

埼玉県北本市 北本市来訪者市内消費促進事業 31,000

埼玉県三郷市 きらりとひかるシティプロモーションと三郷学で構想する　　「ひと」に選ばれるまちづくり 28,270

埼玉県三郷市 産業基盤創出・戦略的交通再編で構想する　「企業」に選ばれるまちづくり 51,730

埼玉県蓮田市 市民による映画祭を起爆剤とした定住プロジェクト 14,254

埼玉県ふじみ野市 ふじみ野カルチャー育むプロジェクト 16,000

埼玉県伊奈町 ニューシャトル沿線交流人口活性化事業 25,300

埼玉県越生町 ～青ダイヤ・黄ダイヤで輝く里山づくり戦略2ndステージ～
おごせ６次産業化パワーアップ加速化総合対策事業 73,500

埼玉県越生町 地域コミュニティでつなぐ梅の里・越生活(おごせいかつ)推進事業（越生版生涯活躍のまち事業） 6,500

埼玉県嵐山町 武蔵の小京都「嵐山町」版観光・農業・歴史のつながりとしごと創造事業 44,961

埼玉県小川町 地域資源（小川和紙と有機農業）を活用したしごと創生事業 20,950

埼玉県吉見町 「吉見いちごでガッチリ」　　吉見の農産物6次産業化チャレンジ事業 43,000

埼玉県吉見町 smooth往来（ﾙﾋﾞ：all right）コンシェルジュ大作戦　　～快適な暮し方を創造～ 19,000

埼玉県鳩山町 鳩山町「生涯活躍のまち」構想推進による住宅団地アクティブ化・キックオフ事業 80,000
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埼玉県ときがわ町 森林資源の積極的活用による持続的な地場産業の育成事業 44,490

埼玉県横瀬町 横瀬町「まち・ひと・しごとの駅（官民連携プラットフォーム）」構築事業 27,600

埼玉県横瀬町 みんなで創る・集う「（仮称）花咲山」 36,720

埼玉県長瀞町 矢那瀬地区小さな拠点づくり事業 4,000

埼玉県東秩父村 和紙の里パワーアッププロジェクト 25,200

埼玉県美里町 ”美しの里”人材創生プロジェクト 57,800

埼玉県宮代町 ほっつけ・ヤマ・農まち全面展開 ～ほっとする空間創出に向けた「歩」～ 61,000

埼玉県杉戸町 杉戸宿魅力再発見事業 27,616

千葉県 梨の剪定枝を活用した新商品開発・産地活性化事業 20,000

千葉県 地域連携による健康・医療ものづくり推進事業 56,000

千葉県 【プロ人材】【しごと支援センター】ちばへの転職支援事業 82,000

千葉県千葉市 東京オリンピック・パラリンピックに向けた多様性対応等「レガシー」整備事業　～東京2020大会を契機にした共生社会の実現～ 27,700

千葉県千葉市 千葉地域産品販路拡大調査実証事業　～千葉商圏での地産地消流通モデルの構築とブランド化推進～ 100

千葉県銚子市 スポーツ合宿誘致を核とした「スポーツタウン」ブランディング事業 25,155

千葉県銚子市 ICTを活用した地域通貨「すきくるスター」利用促進による地域力創出事業 12,100

千葉県館山市 地域の宝“海”の魅力アップによる館山賑わい創出事業 22,896

千葉県館山市 人口５万人総活躍都市実現事業 29,160

千葉県木更津市 都心に近接する自然を活かした新たなローカル・ブランディング事業　～木更津オーガニックシティー戦略～　意欲あふれる若者の有機農業へのチャレンジを地域で支えるまちづくり 30,700

千葉県木更津市 みなとまち木更津発　房総新マーケット創生プロジェクト　
～地域資源の活用・連携による地域活性化～ 35,768

千葉県松戸市 コンテンツ産業振興事業 38,000

千葉県松戸市 誰もが創造的に働くためのフューチャーセンター事業 10,000

千葉県成田市 ICTの活用とLCC就航地との連携によるインバウンド誘致促進事業 40,000

千葉県佐倉市 起業支援施策等ワンストップ化推進事業 8,831

千葉県習志野市 習志野市公共施設再生計画（地域の未来プロジェクト） 32,000

千葉県市原市 ～いちはらのおいしい野菜を世界の食卓へ～ICTとエコで拓く里山型農業タウンプロジェクト 17,820

千葉県八千代市 八千代台地域活性化人づくりまちづくり事業 16,000

千葉県八千代市 （仮称）一般社団法人　八千代市観光案内・賑わいセンター設立事業 41,360

千葉県我孫子市 手賀沼・手賀川エリアの新たな「水辺のライフスタイル（てがてがＤＭＯ）」推進事業 14,967

千葉県鴨川市 鴨川版ＣＣＲＣ推進事業 21,500

千葉県鎌ケ谷市 ふるさと名物商品推進事業 38,992

千葉県君津市 きみつ食の彩りプロジェクト　カラー工房（酵母） 798

千葉県富津市 富津市観光・しごと・移住推進プロジェクト-East Coast of Tokyo Bay- 77,300

千葉県四街道市 いんばの玄関口“四街道”交流移住コンシェルジュ事業 46,082

千葉県袖ケ浦市 産業間連携促進事業 6,681

千葉県白井市 しろい工業団地ＰＲ・地方創生活性化事業 45,000

千葉県白井市 障がい者等の農を活かした就労支援事業 35,000

千葉県富里市 子育て支援センターから発信する『英語教育が盛んなまちづくり』事業 11,468

千葉県南房総市 南房総市地方創生プラットフォーム（ＤＭＯ）整備事業 15,917

千葉県南房総市 南房総から創る“自分らしい”仕事と暮らしプロジェクト事業 22,300

千葉県匝瑳市 世界に羽ばたけ！匝瑳の植木展開事業 13,000

千葉県匝瑳市 匝瑳市版CCRC構想策定等事業(飯倉地区) 5,500

千葉県山武市 山武市グローカル人材育成プラットフォーム形成事業 80,000

千葉県いすみ市 いすみの里海、里山の恵みを活かした「食のまち」プロジェクト 40,000

千葉県いすみ市 自然と共生する里づくり推進事業 19,100

千葉県大網白里市 大網駅周辺地区活性化促進事業 29,914

千葉県酒々井町 東北地方に受け継がれる祭事（相馬野馬追等）のルーツとなった「牧場（馬牧）」の歴史を活かした地方創生 44,000

千葉県栄町 安食駅前町民総活躍ステージ整備事業 20,657

千葉県栄町 どら黒豆による地域経済活性化事業 16,100

千葉県芝山町 スポーツツーリズムDMO構築による新たな産業創出と地域の魅力向上 62,949

千葉県横芝光町 「人材から人財へ」町の資源を活用した雇用と人材活性化事業 12,934

千葉県一宮町 一宮版サーフォノミクス推進事業 76,000

千葉県睦沢町 小さな拠点「むつざわスマートウェルネスタウン」形成事業 66,960

千葉県睦沢町 自治体ＰＰＳ「ＣＨＩＢＡむつざわエナジー」地産地消型エネルギー地域循環創出事業 12,960
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千葉県長生村 八積駅を中心とした持続可能なまちづくり事業 4,860

千葉県白子町 移住・定住促進に向けた「元気チャージ」白子町観光活性化事業 45,000

千葉県白子町 「農業・健康・食育」食の改革推進事業 16,000

千葉県長柄町 生涯活躍のまち推進事業 58,000

千葉県長南町 「（仮称）渡邉辰五郎記念館」を拠点として創出する新たな町の魅力「和裁のまち・Kimonoタウン長南」事業 15,031

千葉県大多喜町 小さな拠点事業（上総中野駅周辺） 7,000

千葉県御宿町 御宿海岸利活用事業 40,000

千葉県御宿町 生涯活躍のまち推進事業 15,500

東京都 ロボット産業活性化事業 99,960

東京都 東京ブランドの推進 150,000

東京都品川区 「雪」をテーマとした観光振興事業 1,250

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 69,000

東京都大田区 大田区プロトタイプセンターの整備に向けた取り組み 11,000

東京都中野区 都市・地方魅力発信強化事業 21,908

東京都杉並区 すぎなみ発！都市と田舎の魅力を結び付ける情報発信事業 5,000

東京都荒川区 若者・女性就労サポート事業 22,832

東京都板橋区 光輝く飲食店経営ネットワーク創造事業 65,000

東京都八王子市 林業の再生に向けた多摩産材活用モデル事業 60,000

東京都立川市 ファーレ立川アートのブランディング強化によるインバウンド推進・地域経済活性化事業 35,000

東京都武蔵野市 「創業したいまちNo.1！吉祥寺」推進事業 20,000

東京都三鷹市 三鷹版　働き方改革応援プロジェクト 22,458

東京都青梅市 ゆめ・うめ・おうめＤＭＯ創生プロジェクト 17,683

東京都青梅市 おうめ発！創業の夢を叶えるプロジェクト 5,000

東京都府中市 ラグビーのまち府中推進事業 20,800

東京都府中市 中心市街地活性化事業 12,900

東京都調布市 地域子ども・若者育成支援総合事業 52,131

東京都調布市 調布の地域資源を活用した魅力発信事業 19,000

東京都町田市 地域インキュベーション推進事業 12,000

東京都小金井市 RESAS等を活用したしごとづくりの深化・拡大事業 38,800

東京都小平市 東京郊外型の女性の新しい就労推進事業 44,266

東京都日野市 日野市・多摩地域　行動履歴等のデータを活用した、生活課題解決の産業化促進基盤形成事業 40,000

東京都東村山市 酒蔵からはじめる販路拡大・交流ビジネス事業 39,000

東京都国立市 元気高齢者の居場所づくり事業 30,236

東京都福生市 「東京の酒」ブランドを基軸とした地域活性化事業 14,000

東京都狛江市 「音楽の街-狛江」推進事業 33,000

東京都東大和市 未来につなぐ自然と歴史・文化が息づくまちづくり事業　～うまべぇと謎の手帳に書かれた７つの事件を解き明かす東大和市トレジャーハンティング～ 24,108

東京都東久留米市 市民への健康投資と地域産業活性化を両輪とする好循環創出事業 20,017

東京都羽村市 創業力強化支援事業 19,000

東京都羽村市 定住促進に向けた羽村市ブランド構築と発信事業 50,000

東京都あきる野市 子育て世代を中心とした創業・就労支援事業 32,985

東京都西東京市 SHITANOYAブランドエリア構想事業 54,444

東京都大島町 伊豆大島 Godzilla island 化計画 80,000

東京都神津島村 産業基盤創生事業 40,400

東京都小笠原村 地域の人々をつなぐＣＡＴＶ活用プロジェクト 21,000

神奈川県 シルバー層に向けたしごとづくり・働き方改革等の推進 79,300

神奈川県 観光立県を目指した新たな観光の核の創出とインバウンドの戦略的展開 172,100

神奈川県 かながわシープロジェクト推進事業 32,000

神奈川県 【プロ人材】プロフェッショナル人材活用拠点運営事業 60,080

神奈川県横浜市 海外企業ニーズとのビジネスマッチング事業 24,000

神奈川県横浜市 男女共同参画推進事業 14,983

神奈川県川崎市 みんなが生き生きと暮らせるまちづくりのための介護人材育成雇用事業 38,064

神奈川県平塚市 地域資源を活用した新産業（波力発電関連分野）の創出 21,700

神奈川県鎌倉市 空き家・空き店舗等の不動産を活用した企業活動の拠点整備（鎌倉ローカル・クリエイティブ・シティー・プロジェクト）
「働くまち鎌倉」の創造～カマコンバレーを目指して～ 30,000
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神奈川県鎌倉市 鎌倉市版観光DMOの設立準備
稼ぐ観光への転換～観光振興組織からパブリックベンチャーへ～ 12,700

神奈川県藤沢市 コンパクトシティにおける文化・芸術・スポーツによる魅力・ブランド向上事業 39,960

神奈川県小田原市 観光推進体制の強化と消費を誘発する観光の仕組みづくり　～戦国から続く小田原の「光」に触れる～ 48,000

神奈川県小田原市 創業するなら小田原！「創業支援×遊休不動産活用」～小田原ならではの雇用創出とまちの再生～ 24,100

神奈川県茅ヶ崎市 多様な働き手、働き方創出事業 15,459

神奈川県茅ヶ崎市 道の駅から発信するオリジナルブランド推進事業 12,909

神奈川県秦野市 官民協働で取り組む観光客誘致と里地里山保全再生事業の推進　～　未来へ繋ごう！丹沢秦野の魅力　～ 21,322

神奈川県伊勢原市 行政センター地区における公共施設リノベーション事業 25,000

神奈川県海老名市 ICTを活用した熟練生産者の技術承継支援と学校給食等における地産地消の強力な推進 60,000

神奈川県南足柄市 働く！育てる！ビレッジ構想　～若者と女性が希望をもって働き、子育てができるビレッジ～ 19,522

神奈川県南足柄市 金太郎のふる里の訪問から、あしがＬＩＦＥに導くパッケージ事業（移住・交流促進） 56,478

神奈川県綾瀬市 特定空家対策や利活用による地域活性化に向けた官民連携による空家対策推進事業 6,707

神奈川県綾瀬市 地域経済を支える中小企業への「稼ぐ力」向上支援サイクルの構築事業 7,000

神奈川県寒川町 エコノミックガーデニング推進事業 10,344

神奈川県二宮町 安心して住み続けられる地域再生事業 30,054

神奈川県中井町 首都圏から１時間足らずの田舎まち。里都まちなかい魅力創生プロジェクト 76,300

神奈川県大井町 相和地域活性化事業 20,800

神奈川県大井町 未病関連産業集積支援事業 28,500

神奈川県山北町 定住トータルコーディネートシステム構築事業（やまきた定住相談センター拡充事業） 5,000

神奈川県山北町 鉄道遺産を活用した元気なまちづくり事業 23,550

神奈川県箱根町 ALL箱根観光地経営推進プロジェクト 50,000

神奈川県真鶴町 「地場産業の力」創生事業 40,000

神奈川県真鶴町 「美しの町・真鶴」創生事業－文化・芸術・創作の力－ 36,500

神奈川県湯河原町 湯河原町「基幹産業の立て直し」事業 46,204

神奈川県愛川町 半原地域における「産業連携拠点づくり事業」 36,703

神奈川県清川村 子育て世代移住プロモーション事業 40,000

新潟県 地域産業成長促進事業 282,403

新潟県 新潟発バイオサイエンス技術開発事業 180,000

新潟県 【プロ人材】【RESAS活用】中核人材戦略拠点運営事業・ＲＥＳＡＳ普及促進事業 91,500

新潟県新潟市 成長産業における海外販路開拓と人材育成促進事業 40,000

新潟県新潟市 食文化創造都市発信事業 40,000

新潟県三条市 海外販路開拓事業 9,400

新潟県三条市 ものづくり産業の価格決定力確保事業 21,147

新潟県柏崎市 若者「愛」と「職」（LOVE ａｎｄ JOB）支援事業 30,938

新潟県新発田市 DMO新発田～阿賀北インバウンドプロモーションによる観光促進・輸出拡大事業 29,281

新潟県新発田市 まちなかスポーツで子育てを楽しめるまちづくりプロジェクト
　　～【スポーツ】×【子ども（子育て）】＝【中心市街地活性化】～ 3,833

新潟県小千谷市 地元企業融合キャリア教育と技術力のミクロンバレー形成プロジェクト 38,940

新潟県小千谷市 「泳ぐ宝石」おぢや産錦鯉（NISHIKIGOI）の輸出拡大と観光誘客事業 21,860

新潟県加茂市 中山間地活性化事業 80,000

新潟県十日町市 地域商社の多機能化による友好交流都市等との「ヒト・モノ・ココロの対流」加速化事業 19,000

新潟県見附市 公民連携の地域自治モデル・地域コミュニティ組織の活動支援 50,479

新潟県見附市 「みつけブランド」による「しごと」づくり 27,521

新潟県村上市 堆朱のまち村上再生事業 33,000

新潟県燕市 「ものづくり」×「ＩｏＴ」によるローカルイノベーションとＵＩターン促進事業 13,860

新潟県糸魚川市 アートと共生するまちづくり「糸魚川ジオパーク・アートビレッジ・プロジェクト」 15,000

新潟県糸魚川市 小さな拠点と市民総活躍で持続可能なまちづくり 6,750

新潟県妙高市 妙高版DMOによる外資系リゾートと連携した訪日外国人誘客促進事業 80,000

新潟県五泉市 ごせん桜アロマ商品開発事業 8,929

新潟県五泉市 五泉ニット地域ブランド化事業 13,746

新潟県上越市 城下町高田の歴史・文化をいかした「街の再生」 ～コンパクトシティによるまちづくり～ 42,732

新潟県上越市 雪室・利雪による地域産業イノベーション事業 37,268

新潟県阿賀野市 暮らしの中に塾のコンビニ！市民総活躍のまちづくり事業 65,777

新潟県魚沼市 林業三種の神器復活と最大の財産「食」のコラボによる「魚沼創生」事業 27,300
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新潟県南魚沼市 「生涯活躍のまち」構想推進事業 15,745

新潟県南魚沼市 グローバルＩＴパーク推進事業 63,000

新潟県聖籠町 聖籠町版「生涯活躍のまち」構想策定・推進事業 13,700

新潟県弥彦村 「やひこ極上塩むすび」で結ぶ門前町の拠点づくり～弥彦版小さな拠点の形成推進～ 71,800

新潟県阿賀町 過疎地域ビジネス確立事業　～超高齢化に直面する雪国の町がモデル地区となるために～ 40,000

新潟県津南町 津南町アドベンチャースクール実証事業 52,700

新潟県粟島浦村 "育つ粟島"～離島だから提供できる「学び」の産業化プロジェクト～ 54,230

新潟県粟島浦村 "おいしい粟島"～離島の「食」を島外のお客様に届けるプロジェクト～ 21,626

富山県 ニーズ対応型ＵＩＪターン加速化事業 184,036

富山県 アートとデザインを活用した伝統工芸品産業活性化事業 39,070

富山県 薬都とやまヘルスケア創造プロジェクト 140,270

富山県 【プロ人材】【ＲＥＳＡＳ活用】とやま未来創生人材確保・育成事業 60,000

富山県富山市 エゴマ6次産業化推進事業（エゴマブランド価値向上プロジェクト） 30,234

富山県富山市 富山市版生涯活躍のまち(仮称)を見据えたコンパクトシティ推進事業 41,000

富山県高岡市 ものづくり企業人材確保推進事業 14,474

富山県魚津市 水産資源開発事業 5,060

富山県氷見市 魚食文化リーディングプロジェクト検討事業 55,000

富山県滑川市 N＋D＝！ プロジェクト（滑川のひと・まち・しごとの魅力を掘り起こすデザインプロジェクト） 61,352

富山県黒部市 高質な雇用、活発な交流促進に向けた官民協働によるモビリティ基盤の整備 50,000

富山県黒部市 立山黒部ジオパークを活かした魅力ある山岳・温泉エコリゾート構想の更なる推進 20,000

富山県砺波市 チューリップ球根の海外販路開拓と次世代の担い手育成事業 57,400

富山県小矢部市 小矢部型稼げる農業創造事業 46,000

富山県南砺市 南砺市エコビレッジプロジェクト　地域資源を活用した新たな産業の創出 68,787

富山県射水市 国産サクラマス養殖加速化事業 56,100

富山県舟橋村 子育て共助のまちづくりﾓﾃﾞﾙ事業～「子育て世代の移住促進・出生率向上」と「ﾛｰｶﾙ企業の子育て支援分野への進出支援」～ 50,000

富山県上市町 女性起業促進　安心子育て＆生涯健康の砦（とりで）『カミール丸』創設事業 20,000

富山県上市町 地域連携「上市まちのわ」推進事業（上市町版官民連携観光推進事業） 11,297

富山県立山町 「東谷ファーム」創生事業　～立山のブランド力結集～ 73,968

富山県入善町 「生涯活躍のまち入善」加速化事業 46,960

富山県朝日町 ”いってみたい、住みたい朝日町”ブランドづくりプロジェクト 41,600

石川県 次世代産業創出イノベーション推進事業 224,300

石川県 【プロ人材】【しごと支援センター】【RESAS活用】いしかわ創生人材確保支援事業 83,976

石川県金沢市 四季折々、ほんものの日本を五感で発見できる海外誘客推進事業 29,000

石川県金沢市 多様な主体の交流による創業・新産業創出支援事業 14,400

石川県七尾市 七尾イヤサカまちづくり事業 26,190

石川県輪島市 新交通システムでつなぐ漆の里・生涯活躍のまちづくりプロジェクト 40,000

石川県珠洲市 大学連携による人材育成事業 20,000

石川県加賀市 『消滅可能性都市』脱出に向けた１stステップ～若者、高齢者、障害者が活躍できる「全員参加の社会」の実現を目指す包括的移住・定住推進事業～ 40,000

石川県加賀市 加賀温泉郷ＤＭＯによる地域観光イノベーション雇用創出促進事業 32,000

石川県羽咋市 のと里山羽咋自然栽培「聖地」化シフトアップ事業 50,658

石川県かほく市 かほくで創業するとこんなにいいことありますよ 15,000

石川県白山市 「健康生活支援拠点整備」「食育キッチンカー」による健康寿命延伸のまちづくりプロジェクト 19,000

石川県白山市 多世代参加による生涯健康・活躍を目指す「ごっちゃ」プロジェクト 18,520

石川県津幡町 津幡駅周辺まちづくり事業 11,000

石川県津幡町 地域の福祉拠点づくり活性化事業 10,511

石川県内灘町 みんなが元気！健康いきいきプロジェクト 20,000

石川県志賀町 地域資源を活かした交流人口拡大推進事業 30,000

石川県中能登町 繊維でみんなが動き出せるサイクルを作る事業 25,000

石川県能登町 能登町定住促進活動強化事業 30,532

福井県 ふくい愛着県民プロジェクト 7,828

福井県 オーベルジュを核とした里山里海湖ビジネスの推進 616,978

福井県 アジア市場への食の輸出拡大事業 25,959

福井県 【プロ人材】【しごと支援センター】地方創生人材確保事業 70,641
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福井県敦賀市 ハーモニアスポリス構想推進事業（敦賀港臨港工業地帯形成推進事業） 13,615

福井県敦賀市 金ヶ崎周辺誘客促進事業（インバウンド観光強化分） 9,980

福井県小浜市 「御食国と鯖街道」再生による経済好循環事業 40,000

福井県小浜市 さとうみ小浜観光移住連携プラットホーム事業 29,350

福井県大野市 結の故郷魅力向上事業 80,000

福井県勝山市 福祉発！まちの経済活性化事業 9,660

福井県勝山市 九頭竜川鮎の地域ブランド化による漁業振興 13,200

福井県鯖江市 次世代産業創造支援事業（フェーズⅡ） 30,000

福井県鯖江市 伝統工芸とITを生かした地方創生事業(フェーズⅢ) 26,875

福井県あわら市 地域ブランド創出事業 25,000

福井県越前市 女性のIJUターン促進と「女性が輝くモノづくりのまち」推進事業　 60,103

福井県坂井市 官民協働型のエリアマネジメントによる城と織物のまち創生事業 18,500

福井県永平寺町 えいへいじ産学官協働プラットフォーム（地域資源活用型）構築事業 44,000

福井県高浜町 「移住」と「医住」を目指した全国初のコミュニティケア特化部門の創設とコミュニティケア専門要員の育成事業 38,300

福井県おおい町 ”とれたてピチピチ”「若狭ぐじ」からはじまる、おおい町ブランドストーリー発掘・発信事業 43,900

福井県若狭町 若狭と京を結ぶ鯖街道熊川宿　生き活きProject 40,000

山梨県 やまなし総活躍人材育成推進事業費 322,841

山梨県 やまなし共生・連携人口拡大推進事業費　～観光３本の矢から始まる地方創生～ 93,478

山梨県 やまなし発ＪＡＰＡＮブランド育成推進事業費　～総合戦略に基づく、ステージに応じた施策の立案～ 202,154

山梨県 【プロ人材】【RESAS活用】プロフェッショナル人材戦略拠点設置・地域経済分析システム（RESAS）普及促進事業費 81,106

山梨県甲府市 （仮称）新たな人材育成＋就職マッチング「こうふフューチャーサーチ」の普及促進事業 41,510

山梨県富士吉田市 LLC設立を通した中心市街地活性化プロジェクト 7,000

山梨県都留市 生涯活躍のまち・つる推進事業 60,758

山梨県山梨市 地域商社「（仮）山梨市ふるさと産品販売合同会社」設立と東京圏からの新規就農林者確保による農林業の革新 60,000

山梨県大月市 交流×移住×定住推進総合事業 30,526

山梨県韮崎市 Come back支援！プロジェクト 40,000

山梨県南アルプス市 新公共交通推進事業 23,716

山梨県北杜市 世界に誇る「水の山」北杜ブランド推進事業 39,381

山梨県北杜市 北の杜フードバレー構築プロジェクト事業 30,000

山梨県甲斐市 ＫＡＩ　ＳＴＹＬＥ（物・人・産・観）交流事業 47,680

山梨県甲斐市 よっちゃばる(集まる)甲斐～生涯活躍のまちづくりプロジェクト 19,396

山梨県笛吹市 「地域生活環境の向上における若者・女性等活躍推進事業」の利用・活用促進事業
【多世代包括ケア（医療・介護・子育て）情報クラウド化推進事業】 39,528

山梨県笛吹市 笛吹川エクスペリエンス・オブ・ジャパン推進事業 36,000

山梨県身延町 身延町特産「あけぼの大豆」でまちおこし 40,276

山梨県小菅村 「兼業仕事」「ジビエ販売」「クラウドソーシング」等の仕事創出による移住者定住パッケージ事業 35,500

山梨県小菅村 域学連携「多摩川源流大学」と流域DMO「株式会社多摩川源流こすげ村」を核にした多摩川流域のヒト・モノ交流促進事業 40,250

長野県 信州で“学ぶ・暮らす・働く”魅力発信事業 51,830

長野県 ヘルスケア産業振興事業 20,440

長野県 【ＲＥＳＡＳ活用】【プロ人材】ＲＥＳＡＳ活用促進事業、プロフェッショナル人材戦略拠点事業 81,000

長野県 「山の日」制定を契機とした山岳高原の魅力発信事業 42,340

長野県長野市 地域発！やまざと創生あじさいプロジェクト 22,482

長野県長野市 大河ドラマ「真田丸」を契機とした「松代ブランド」推進事業 27,316

長野県松本市 健康づくりと産業創出を同時に実現する「松本ヘルス・ラボ」の取組加速化事業 25,490

長野県上田市 スポーツツーリズムのメッカ「菅平ブランド」を核とした「健幸都市上田」の確立による地域活性化と交流促進事業 52,149

長野県岡谷市 転職希望者等ＵＩＪターン・企業誘致推進事業
  ～しごとをつくり、安定した雇用を創出する～ 7,985

長野県岡谷市 岡谷ブランド発信・展開戦略事業 15,916

長野県諏訪市 ＳＵＷＡクリエイティブシティ化戦略事業 16,000

長野県伊那市 社会林業都市構想事業　～山が富と雇用を支える伊那市～ 17,850

長野県駒ヶ根市 駒ヶ根市魅力ある仕事創造・働き方改革推進事業 17,982

長野県駒ヶ根市 ホストタウン事業推進のための地域資源を活用したコンテンツづくり 26,745

長野県中野市 「信州なかの」ブランドをいかした地域活性化事業 32,302

長野県中野市 「きのこの聖地」プロジェクト～地方におけるオンリーワン未来産業創出～ 13,000

長野県大町市 芸術文化振興事業 62,844
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長野県茅野市 “人が人を呼ぶ”持続的な交流移住モデル整備事業 16,730

長野県塩尻市 次世代「しごと」創生事業 23,916

長野県塩尻市 若者還流促進のためのソーシャルビジネス加速化事業 9,500

長野県佐久市 交流と協働で織りなす夢をかなえるまちコンパクトシティ臼田
とCCRC事業の構築 44,620

長野県佐久市 ジャパンブランド「健康長寿」推進事業 ～“SAKU Health-care model”の構築・展開を目指して～ 34,630

長野県安曇野市 海外プロモーション協議会を核とした外国人旅行者誘致 42,724

長野県小海町 まちの賑わい創出（地域活性化）と新たな人の流れ創出（移住者、交流滞在人口増）を目的とした小海ネットワーク推進事業 51,087

長野県川上村 女性が輝く！農村新産業創出事業 38,900

長野県川上村 農業生産性向上事業 28,000

長野県南牧村 はなまめ販路拡大プロジェクト 14,700

長野県南相木村 南相木村「しごと・未来」創造事業 37,030

長野県佐久穂町 マチ女子奪還（MAJIDA)作戦！（住宅建築のしごと創生が解決する若年女性激減問題） 12,000

長野県佐久穂町 こどもセンター（地域子育て支援・交流拠点施設）事業 8,856

長野県御代田町 高齢者自身による住民サービス創出と生涯現役のまち構想事業 14,790

長野県立科町 ２地域居住推進を視野に入れた「企業×学生×立科町」定住・移住促進事業 41,112

長野県立科町 民間主導型「立科町まるごと体験」による滞在交流型観光商品開発事業 34,238

長野県青木村 元気な企業づくり推進事業（自然エネルギー発電システム開発プロジェクト事業） 45,000

長野県富士見町 テレワーク者移住による地域産業強化と地域活性化事業 32,000

長野県原村 原村中央高原の再生による地域づくりと観光振興事業 11,880

長野県辰野町 辰野町食の革命事業 20,000

長野県箕輪町 大型商業施設を活用した新しいコミュニティ創出事業 60,234

長野県中川村 美しい村「なかがわ」を体験しよう 5,400

長野県宮田村 宮田版まちなか活性化・CCRC事業 30,100

長野県根羽村 根羽村プレイスメイキング－場所の力づくり－事業 23,000

長野県喬木村 小さな拠点を中心とした全村ネットワーク向上事業 53,000

長野県豊丘村 コワーキングスペースから始まる、新しい働き場所創出事業 5,500

長野県木祖村 名古屋発『名古屋から木祖村へ』移住・就農促進事業 11,843

長野県麻績村 農業研修を軸とした定住促進ステップアップ事業 20,820

長野県山形村 ビューティー&ヘルシー産業創出事業 7,830

長野県松川村 　観光と農業の拠点づくりと新たな人の流れの創出事業 51,100

長野県小谷村 おたり５４プロジェクト（小谷版小さな拠点構築事業）　＜通称：ごしぷろ＞ 48,849

長野県小布施町 海外からの訪日富裕層旅行者や映像クリエーター等をメインターゲットにした滞在型観光とワークステイの推進による移住定住事業 43,740

長野県木島平村 農業残渣バイオマスのエネルギー化実証及び高品位カーボン化研究事業 10,211

長野県木島平村 交流人口拡大による移住定住促進事業 47,159

長野県信濃町 森と人の共生による暮らし育み事業 53,394

岐阜県 海外販路の開拓を通じたぎふのしごと創生事業 226,189

岐阜県 ぎふの農林業競争力・体力強化事業 155,206

岐阜県 ぎふ若者定着プロジェクト（移住・しごとの支援事業） 22,432

岐阜県 世界に誇る遺産の魅力を多面的に活用した「ぎふ誘客プロジェクト」 106,112

岐阜県 プロフェッショナル人材活用による経営革新とＲＥＳＡＳ活用支援事業 62,500

岐阜県岐阜市 人とバスとが、まちなかに運ぶ、にぎわいの輪　事業 55,000

岐阜県大垣市 クールおおがき推進事業 70,000

岐阜県多治見市 コンパクトシティ形成推進事業 28,131

岐阜県多治見市 官民連携による産業推進事業 41,869

岐阜県関市 刃物のまち・刀都「せき」観光地域づくり推進事業 38,355

岐阜県中津川市 観光推進事業 32,615

岐阜県中津川市 若者の地元定着推進事業 13,804

岐阜県美濃市 清流美濃ブランド推進事業 6,000

岐阜県瑞浪市 創業支援事業 32,781

岐阜県羽島市 「竹鼻まちなか」の賑わい創出プロジェクト 8,165

岐阜県恵那市 「地域主体による人口減少対策」支援事業 41,200

岐阜県各務原市 空き家リノベーションモデル事業 3,513

岐阜県可児市 観光資源を活用した地域活性化のための地域人材確保・育成事業 36,790
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岐阜県山県市 空家トリアージ発展加速化事業 40,000

岐阜県山県市 観光フロンティア市場化事業 40,000

岐阜県瑞穂市 ―圏域応援ステーション―　穂積駅圏域拠点化構想推進事業 33,000

岐阜県瑞穂市 民間施設（ボウリング場）を活用した地域活性化拠点（小さな拠点）強化事業 40,000

岐阜県飛騨市 市内広葉樹の活用による地域産業振興事業 40,000

岐阜県本巣市 ジビエ６次産業化推進事業 6,929

岐阜県本巣市 人と空間の流動性を高め、職能の多様性を生み出す「小さな拠点」シェアリングエコノミー事業 9,021

岐阜県郡上市 郡上市１１スキー場連携オールシーズンリゾート形成事業 14,200

岐阜県下呂市 ＤＭＯ機能構築に向けた地域力強化事業 53,307

岐阜県海津市 女性活躍推進サポートプロジェクト 13,180

岐阜県岐南町 賑わいの拠点整備事業 214

岐阜県笠松町 ICTによる歴史・文化・清流のまちめぐり推進事業 37,900

岐阜県関ケ原町 関ケ原町産「今須杉」ブランド化による地域活性化事業 13,900

岐阜県神戸町 えきまえ空き家利活用事業 23,500

岐阜県輪之内町 レストラン（（仮称）輪中の里　ほっこり村）開業に向けた計画策定事業 3,890

岐阜県揖斐川町 森林空間活用まち・ひと創生事業～森のようちえん・森のこうみんかんプロジェクト～ 9,720

岐阜県揖斐川町 しごと創生リーディング事業～久瀬里山モデル～ 33,804

岐阜県大野町 地域還元ビジネス（産業・雇用創出）構築プロジェクト 24,580

岐阜県大野町 ウェルネス・スポーツツーリズム＆健康づくりプロジェクト 5,000

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 31,686

岐阜県池田町 池田まるっと体験交流ツアー創出プロジェクト 25,464

岐阜県八百津町 再生可能エネルギーによる「水素社会」実現プロジェクト 1,512

岐阜県東白川村 東白川ファンを核とした村内産品の販売促進事業 6,750

岐阜県東白川村 農業公社設立運営事業 20,000

岐阜県御嵩町 学校・地域・企業連携によるみらいの人材育成推進事業 44,500

岐阜県御嵩町 地域資源を活用した観光誘客推進事業 27,000

岐阜県白川村 魅力ある観光地域づくり推進事業 6,000

静岡県 成長産業イノベーション創出事業 112,830

静岡県 生涯活躍のまち（日本版CCRC）構想検討事業～伊豆半島でＣＣＲＣの全県普及モデルを構築～ 77,200

静岡県 【プロ人材】【RESAS活用】地方創生人材確保・支援事業 76,000

静岡県静岡市 海洋産業クラスター創造事業 44,000

静岡県静岡市 特産茶戦略的輸出支援事業 13,840

静岡県浜松市 大河ドラマ（おんな城主 直虎）を起爆剤とした浜松・浜名湖ブランドの強化による交流人口拡大事業 54,291

静岡県浜松市 中山間地域のにぎわい創出、しごと創生プロジェクト 25,709

静岡県沼津市 リノベーションまちづくり加速化事業 25,000

静岡県熱海市 リノベーションまちづくりと融合した創業支援による地域活性化 30,200

静岡県三島市 “共創のまちMISHIMA”クリエイティブ・ブランディング・プロジェクト 40,000

静岡県三島市 産学官金連携による健幸都市加速化プロジェクト ～人も街も産業も健康のまち・三島～ 30,000

静岡県伊東市 “伊東・美しく健康的な観光地”　セルフメディケーションと地域資源の連携事業 27,900

静岡県伊東市 伊東産・地域資源ビジネス推進事業 10,000

静岡県島田市 島田市緑茶化計画 44,000

静岡県富士市 紙産業イメージアップ推進事業 17,450

静岡県磐田市 次世代型農水産業立地促進事業 49,000

静岡県焼津市 創業・事業承継支援事業 24,700

静岡県掛川市 地域商社の設立及び地方都市間ネットワーク形成による互産互消推進事業 18,000

静岡県掛川市 マーケティングとマネジメントによる掛川茶輸出戦略 20,000

静岡県藤枝市 「ビズ・フォレスト」プログラムによる
「健康」で稼ぐ力を高める産業としごと創造事業
 50,000

静岡県藤枝市 科学・ＩＣＴ・ロボット教育＆学校を核とした地域教育
「藤枝オンリーワン教育」による定住促進事業 29,500

静岡県御殿場市 箱根外輪山を観覧席に富士山の眺望を活かした観光まちづくり事業 19,500

静岡県袋井市 「クラウンメロン」を活用したグローバル戦略加速化事業 40,000

静岡県袋井市 「３Days Worker's Office構想」実装加速化事業　 40,000

静岡県裾野市 裾野市発　屋上緑化技術のビジネスモデル確立事業 25,000

静岡県裾野市 産業連携地域プラットフォーム構築事業 30,000
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静岡県湖西市 女性活躍応援事業 27,864

静岡県伊豆市 地域の賑わい拠点づくり事業 26,000

静岡県菊川市 農学芸スクール事業　Ａｇｒｉ Ａｒｔｓ＆Ｓｃｉｅｎｃｅ School 38,442

静岡県牧之原市 官民連携によるビーチ等でのスポーツを活かした観光まちづくり事業 34,920

静岡県牧之原市 MIJBC（Made in Japan by China）構想による対日投資促進事業 25,538

静岡県南伊豆町 健康創造型生涯活躍のまち推進事業 44,380

静岡県松崎町 美の漆喰文化を育むまちづくり事業 15,000

静岡県清水町 公共サービス利用促進による地域商業の活性化事業 34,884

静岡県清水町 水を核とした地域資源の活用と創業支援等による定住人口拡大戦略 39,650

静岡県小山町 自己実現型定住促進事業 40,000

静岡県小山町 スタジオタウン小山～映像文化を活用したしごと創生・交流拡大事業～ 40,000

静岡県吉田町 吉田町まちづくり賑わい創出事業 40,000

静岡県森町 お達者度ナンバー１のまちづくり推進事業 9,460

愛知県 地域イノベーション創出支援事業費 86,460

愛知県 多様な資源を活用した地域連携DMO推進事業 93,971

愛知県 【プロ人材】【しごと支援センター】【RESAS活用】地方創生人材確保・支援事業 139,307

愛知県名古屋市 若い世代に選ばれる戦略的拠点都市創生プロジェクト 62,000

愛知県名古屋市 映像コンテンツを活用した海外への情報発信事業 18,000

愛知県豊橋市 オープンデータビジネス創出事業 59,000

愛知県豊橋市 次世代「農力」UPアカデミー事業 15,315

愛知県岡崎市 岡崎市産業支援機能強化対策事業 20,046

愛知県一宮市 尾州テキスタイル産業のブランド化　　～人材発掘と育成・モノづくり・プロモーションのパッケージ化によるワンストップ支援事業～ 80,000

愛知県瀬戸市 IoTを活用した地域企業の高度化促進事業 67,000

愛知県半田市 観光地域づくり事業～歴史と文化の薫る地域資源を活かして～ 15,230

愛知県半田市 空き家等の活用でまちをイノベーションする『Machinnovation（まちノベーション）』モデル事業 36,500

愛知県春日井市 高蔵寺ニュータウン創生事業 27,500

愛知県津島市 女性・若者をターゲットとした町家まちなか小商い創出支援事業 22,000

愛知県津島市 「津島おもてなしコンシェルジュ」と現代版「津島OSHI」による津島“にぎわい”創出プロジェクト 45,360

愛知県豊田市 おいでん・さんそんセンター事業 20,000

愛知県安城市 がんばる中小企業活性化事業 40,820

愛知県安城市 特産果樹（いちじく・梨〔甘ひびき〕）振興ブランド化推進事業 14,000

愛知県西尾市 産官金連携によるものづくり企業経営力強化サポート事業 8,160

愛知県西尾市 西尾市事業創造・人財育成事業 18,200

愛知県蒲郡市 海の賑わい創出事業 53,900

愛知県蒲郡市 産業活性化推進事業 16,693

愛知県犬山市 よみがえれ地域！水辺を活かしたまちづくり活性化プロジェクト 36,457

愛知県犬山市 若者とシルバーが農で大活躍！桃から生まれた地域おこしプロジェクト 27,500

愛知県常滑市 地域の魅力創造と「常滑ブランド」づくりによる戦略的ＰＲ 20,000

愛知県江南市 江南市シティプロモーション活性化事業（マルチコプターや360°カメラを利用した映像コンテンツ作成を含む） 19,450

愛知県新城市 若者が活躍できるまち実現事業（若者まちづくりプランナー・プレイヤー・起業化事業） 15,416

愛知県東海市 生涯元気に活躍できるまちづくり事業 80,000

愛知県大府市 ウェルネスバレー推進事業 11,037

愛知県尾張旭市 官民連携による地域ブランディング事業 13,954

愛知県高浜市 カワラでつながるミライ事業 24,676

愛知県岩倉市 地域産業活性化支援事業 20,500

愛知県豊明市 桶狭間古戦場観光活性化推進事業 11,600

愛知県日進市 にっしん版ＤＭＯ構想 13,000

愛知県田原市 サーフタウン構想実現 29,440

愛知県あま市 産官学連携あま市イメージアップ戦略事業（あま市モデル） 34,000

愛知県豊山町 小さくてキラリと輝く豊山町「航空フィールドミュージアム構想」推進事業　～空港及び航空関連産業を活かした“産業観光・超広域観光”による地域交流事業の展開と観光交流事業を担う地域おこし組織の構築～
 41,000

愛知県東浦町 だれもが暮らしたくなるまちづくり事業 23,639

愛知県南知多町 移住・交流促進タウンプロモーション事業 50,271

愛知県美浜町 生涯活躍のまち「美浜ふくしモデル」創出事業 67,800
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愛知県美浜町 官民連携による地域活性化ツメタガイプロジェクト 9,900

愛知県設楽町 地域と連携した魅力創造発信事業 13,400

愛知県東栄町 世代を超えた人の流れづくりの場「おいでん家」事業 52,811

愛知県東栄町 ヨソ者が担う観光地域づくり事業 14,578

愛知県豊根村 官民連携と広域展開による地域ブランディングの推進事業 30,000

三重県 中山間地域・南部地域における働く場の充実と障がい者雇用の促進　　 158,897

三重県 地域資源を活用した三重の魅力発信・交流促進 98,040

三重県 中小企業等の振興や農林水産物の輸出拡大等によるしごとの創出 108,275

三重県 働き方改革等による若者の雇用促進と働く場における女性の活躍促進 239,877

三重県 【プロ人材】【ＲＥＳＡＳ活用】地方創生人材確保・支援事業 77,687

三重県津市 津市農林水産物生産消費循環システム構築事業 13,975

三重県津市 伝統芸能と温泉資源を活用した住民活動モデル構築事業 29,191

三重県伊勢市 まちづくり会社を中心としたＤＭＯの構築支援事業 33,000

三重県松阪市 地域とともに創る次世代育成事業 74,910

三重県桑名市 桑名竹取プロジェクト（六次産業化推進事業） 41,500

三重県桑名市 国際観光まちづくりKUWANA（ポストジュニア・サミット推進事業） 38,000

三重県鈴鹿市 福祉ロボット推進事業 30,232

三重県鈴鹿市 障がい者就労農福連携事業（障がい者の新たなビジネスモデル創造事業） 4,996

三重県名張市 隠（なばり）の農産品を活用した起業・創業支援事業 23,000

三重県名張市 地域総合力向上事業 55,400

三重県尾鷲市 地域産品の高付加価値化と食のまちづくりによる雇用創出事業 23,669

三重県亀山市 亀山市シティプロモーション戦略事業 18,600

三重県鳥羽市 「海女文化」を活用した漁業・観光・教育の連携による鳥羽市活性化構想 26,204

三重県熊野市 特産品等開発及び販路拡大推進事業 24,121

三重県志摩市 訪れてよし・住んでよしのサイクリングまちづくり事業 28,000

三重県志摩市 地域をめぐる観光消費拡大事業 22,000

三重県伊賀市 官民連携による顧客創造事業 34,830

三重県伊賀市 忍者を核にした誘客受入体制整備事業（仮称：伊賀流クールジャパン～「忍者（ＮＩＮＪＡ）」に会える・学ぶ・なれるまち～） 37,164

三重県木曽岬町 広域自治体共生型農林水産・食の”にぎわい市”開催・観光ＰＲ等事業 23,500

三重県東員町 「健康活躍のまち」ブランド戦略展開事業～若者が中心となって誰もが活躍できる場、雇用の場をつくる～ 19,608

三重県菰野町 あいあい拠点強化事業 5,620

三重県朝日町 旧東海道沿線整備事業 29,887

三重県多気町 食のまち　多気創生事業 30,000

三重県明和町 日本遺産のある明和町　産学官連携日本酒プロジェクト 20,000

三重県玉城町 高度技術を活用した玉城産豚の高付加価値化・ブランド化推進事業 30,500

三重県玉城町 自立可能な地域運営組織の設立支援事業 27,750

三重県度会町 伊勢茶トータルプロモーション事業 6,750

三重県大紀町 大紀町しごと・まち創生事業 32,200

三重県南伊勢町 小中高大地域連携型人材育成を核としたグローカルビジネス創出・若者定住プロジェクト 46,321

三重県南伊勢町 伝統文化を核とした小さな拠点の多目的活用によるローカルブランディングと生涯現役プロジェクト 30,991

三重県紀北町 紀北町の特産品魅力アップ大作戦 24,571

三重県紀北町 インバウンド対応魅力発信事業 18,667

三重県御浜町 第一次産業を核とした雇用の創出と地域産業活性化プロジェクト 30,000

滋賀県 人材確保・働き方改革プロジェクト 72,468

滋賀県 ウォーターバレー滋賀・水環境ビジネス推進事業 49,000

滋賀県 次世代のための成長産業創出プロジェクト 123,820

滋賀県 観光で豊かな滋賀づくり（滋賀版ＤＭＯ）推進事業 189,255

滋賀県 「山～里・まち～湖」移住促進プロジェクト 39,815

滋賀県 【プロ人材】【RESAS活用】地域創生のためのプロフェッショナル人材戦略拠点運営、経済分析・活用支援事業 51,869

滋賀県長浜市 祈りの文化がつなぐ東京上野発・地方循環型創生事業 62,000

滋賀県長浜市 クリエイティブ人材によるローカルイノベーションの創出 16,514

滋賀県近江八幡市 安寧のまちづくり（近江八幡市版CCRC）加速化事業 68,632

滋賀県草津市 草津市起業・企業育成支援総合事業 16,474
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滋賀県甲賀市 農商工芸連携による「甲賀らしい」ビジネスモデル構築事業 39,970

滋賀県甲賀市 甲賀流忍者観光加速化事業 25,782

滋賀県野洲市 人口減少社会のライフスタイルとまちづくり転換事業 39,494

滋賀県湖南市 特色あるふるさとづくり事業 20,200

滋賀県高島市 ローカルイノベーション（地域固有の資源を活かした新産業振興）による雇用創出 44,453

滋賀県米原市 産学官連携による米原のまちの核となるべき「新幹線停車駅」米原駅活性化事業 40,000

滋賀県日野町 三方よし！近江日野交流・移住・定住促進事業 40,000

滋賀県日野町 獣害対策と伝統野菜「日野菜」振興による地域資源活用事業 34,016

滋賀県竜王町 竜王若者交竜RSNS（リアルなソーシャルネットワーク）拠点づくりプロジェクト 15,600

滋賀県竜王町 元祖近江牛の竜王が発信するまるごと「スキヤキ」プロジェクト 28,500

滋賀県愛荘町 麻布Aishoasaco創造発信事業 19,900

滋賀県甲良町 小さな地域運営拠点ネットワークの形成による住みよい地域づくり 30,000

滋賀県多賀町 多賀（大滝）里づくりプロジェクト 19,396

京都府 【プロ人材】【ＲＥＳＡＳ活用】地方創生人材確保・支援事業 76,000

京都府 次世代コミュニティ形成事業（京都版小さな拠点づくり） 101,500

京都府京都市 “みんなごと”のまちづくり推進事業（仮称） 20,000

京都府京都市 伝統産業の活性化 60,000

京都府綾部市 水源の里・いきいき地域応援事業 9,400

京都府綾部市 伝統産業黒谷和紙総合振興事業 20,000

京都府宇治市 オール宇治で取り組む「観光地域・しごと創生事業」　～クールジャパンＵＪＩの加速化～ 63,532

京都府亀岡市 保津川の魅力を定着化し地域資源に活用するまち興し 20,000

京都府亀岡市 森のステーション・匠ビレッジ事業 25,000

京都府長岡京市 良質で快適な暮らし向上事業 22,865

京都府長岡京市 まちの魅力創造・発信事業 57,135

京都府八幡市 やわたスマートウェルネスシティプロジェクト 15,000

京都府京丹後市 新シルク産業創造事業 28,294

京都府南丹市 稼ぐ地域創生事業 30,600

京都府南丹市 「ひと」の流れ創生事業 21,997

京都府木津川市 木津川市ふれあい魅力発掘・向上・発信事業 54,144

京都府井手町 交流人口拡大・定住促進プロジェクト 12,500

京都府宇治田原町 宇治田原町移住・定住促進事業（ハートのまちの魅力を知って、移り住み、永住へつなげるプロジェクト） 10,259

京都府笠置町 まちづくり会社（地域商社）による「笠置蘇り物語」 60,820

京都府和束町 茶源郷和束にぎわい創出プロジェクト事業　～自然との共生から新産業創出・活き活き和束の茶源郷～ 28,060

京都府南山城村 道の駅を拠点とした地域内循環型産業システム構築による「小さな拠点」づくり事業 75,500

京都府京丹波町 負の遺産、鳥インフルエンザ発生跡地の時代劇ロケ地化による雇用・新産業創造事業 40,981

京都府京丹波町 和知力醸成によるにぎわいとふるさと創生事業 12,500

京都府伊根町 農林水産業の6次産業型経済の構築による地場産業の振興 15,642

京都府与謝野町 与謝野版農業モデルによる農産物ブランド事業 10,500

京都府与謝野町 クリエイターと起業家による魅力あるものづくり・まちづくり創造事業 41,000

大阪府 人口減少・超高齢社会における都市型「生涯活躍のまち」モデル事業 59,283

大阪府 高度若年人材還流促進事業～Osaka　Spiky Turn Project～ 107,054

大阪府 若年女性経済的自立支援事業 31,749

大阪府 大阪府プロフェッショナル人材戦略拠点運営・おおさか地域しごと支援センター事業 66,719

大阪府大阪市 グローバルイノベーション創出加速化事業（シードアクセラレーションプログラム） 40,000

大阪府大阪市 若者・女性の就労等トータルサポート事業 40,000

大阪府堺市 都市農業を活かした農商工連携・6次産業化の推進 12,038

大阪府豊中市 就業経験が少なく就職が困難な若者等の就労支援事業 20,000

大阪府豊中市 就労困難者を対象とした多様な働き方改革促進事業 20,000

大阪府池田市 地域とNPO・行政が連携した地域創生事業
～小学校跡地を活用した、子ども若者支援を中心に～ 33,000

大阪府吹田市 健都版生涯活躍のまち（健都版CCRC）推進事業 15,126

大阪府高槻市 観光に関する環境基盤・連携強化事業 46,500

大阪府貝塚市 産業の海外展開を支える人材育成機関創設事業 35,000

大阪府茨木市 いばらき×チャレンジ応援プロジェクト 28,329
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大阪府八尾市 「地域でいつまでも元気に活躍できるまち八尾」加速化事業 30,025

大阪府八尾市 八尾の経済好循環促進プロジェクト 46,000

大阪府泉佐野市 地域経済活性化プラットフォーム事業 6,204

大阪府泉佐野市 Civic Mall事業 38,796

大阪府河内長野市 「奥河内構想の実現に向けたまちづくり」推進事業 39,190

大阪府河内長野市 「丘の拠点」（南花台）創生事業 40,000

大阪府大東市 廃校を核としたまちづくり・人づくりによるエリア活性化事業 40,000

大阪府和泉市 大阪の中心で６次産業化をさけぶプロジェクト 14,000

大阪府柏原市 まち・ひと・しごとネット促進事業 4,000

大阪府羽曳野市 （仮称）はびきの観光・移住創造かんぱにー設立事業 47,970

大阪府門真市 ものづくり企業のポテンシャルを活かした職住近接のまちづくり事業 27,536

大阪府東大阪市 聖地・花園ラグビー場来場者をターゲットとした消費拡大のシステム構築 21,904

大阪府泉南市 産官学連携まち・海・里山活性加速化事業 45,000

大阪府泉南市 元気育成にぎわいコムーネ（自治都市）創出事業 35,000

大阪府交野市 かたのの産業元気プロジェクト 43,800

大阪府大阪狭山市 「狭山池のブランド化」による賑わいづくり事業 40,000

大阪府阪南市 次世代へつなげ、夢の懸け橋プロジェクトⅡ 22,000

大阪府阪南市 ハグクミ、ハズム阪南プロジェクト（農・観光・健康の好循環による移住定住促進事業） 57,200

大阪府豊能町 農×観光戦略推進事業 34,550

大阪府豊能町 地域ぐるみの定住化促進事業 20,060

大阪府能勢町 集落間連携による地域密着型サービスの提供に向けたモデル事業 21,000

大阪府岬町 休耕地活用による新しいまちの活力づくり事業 20,640

大阪府岬町 深日港を活用したにぎわい創出事業 25,000

大阪府河南町 「トカイナカ」魅力創造プロジェクト事業 37,271

大阪府千早赤阪村 金剛山の里　ツーリズムビューロー観光推進事業 62,200

兵庫県 小さな集落からの地域創生～ひょうごの小さな拠点づくり～ 130,043

兵庫県 “ものづくりひょうご”の創出 260,531

兵庫県 “平成の御食国ひょうご”の食文化を世界に発信 154,334

兵庫県 “ひょうご五国＋α”を活かしたツーリズムの展開 85,290

兵庫県 【プロ人材】ひょうご専門人材相談センター事業 56,000

兵庫県神戸市 人材交流型新事業創造プラットフォーム 30,000

兵庫県尼崎市 チャレンジを後押しするまち尼崎
～創業・新事業展開・新たな価値の創造に向けて～ 49,600

兵庫県明石市 農商工連携を核とした明石産品販路拡大プロジェクト 20,000

兵庫県西宮市 産学官連携による西宮ブランド産品創造事業 20,000

兵庫県西宮市 船坂地区におけるアートや産品活用による地域おこし支援事業 5,300

兵庫県伊丹市 VRコンテンツを活用したシティプロモーション事業 23,776

兵庫県相生市 相生市もっと活力上昇事業 12,000

兵庫県相生市 相生市観・交・商連携型地域活性化事業 12,000

兵庫県豊岡市 「鞄業界で働き、豊岡で暮らす」若者増加推進事業 26,163

兵庫県豊岡市 DMOを核とした観光まちづくり事業 52,347

兵庫県加古川市 地域総ぐるみで子どもを見守り育てる生涯活躍のまちづくり事業 27,840

兵庫県加古川市 放棄田等利活用モデル（仮称）綿の里を活用した「綿人（わたびと）」づくり事業 15,000

兵庫県赤穂市 赤穂の「塩」を活用した素・流・人（ソルト）事業　～あこう元禄”しお”回廊への展開～ 56,600

兵庫県西脇市 西脇ファッション都市構想推進事業 49,900

兵庫県西脇市 西脇イノベーター創造プロジェクト 27,900

兵庫県宝塚市 「宝塚 花の里・西谷」創造事業 45,824

兵庫県宝塚市 「宝塚 地域資源を生かした活力あるまちづくり」
   ～地域との連携による、まちの楽しみ方の創出～ 34,176

兵庫県三木市 地場産業振興事業 39,372

兵庫県三木市 市内観光の推進による市街地活性化事業 40,615

兵庫県高砂市 和合長寿のまちづくり！高砂にこにこポイント制度 29,203

兵庫県高砂市 オンリーワンのまちづくり、ブライダル・夫婦和合の聖地へ！「高砂未来ビューロー（仮称）の設置」 26,310

兵庫県川西市 かわにし魅力創造・発信事業 25,092

兵庫県三田市 ”チーム三田”シティセールス推進事業 55,891
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兵庫県加西市 「若者・熟年連携」健やか定住のまちづくり推進事業 61,440

兵庫県篠山市 えきなかイノベーションラボラトリー運営と篠山観光ＤＭＯ設立事業 77,000

兵庫県養父市 朝倉山椒等の高付加価値化と加工事業者・アグリ人材集積拠点づくりによる廃校再生プロジェクト 35,500

兵庫県丹波市 医療・健康・福祉・介護のＩＣＴネットワーク化による雇用の確保と生涯安心して暮らせるまちづくり 59,708

兵庫県丹波市 若年無業者等の居場所づくりから自立就労につなぐレインボープロジェクト 10,000

兵庫県南あわじ市 南あわじを売り出そう地域が元気になる事業 50,000

兵庫県南あわじ市 南あわじドローン(UAS）産業育成事業 30,000

兵庫県朝来市 朝来市創生推進人財育成プロジェクト 80,000

兵庫県宍粟市 森林王国宍粟市まるごと観光地戦略 45,545

兵庫県加東市 中間支援組織（まちづくり会社）を中心としたまちづくり拠点の創出事業 58,868

兵庫県たつの市 公共交通広域ネットワーク構築事業 32,372

兵庫県多可町 ～敬老の日発祥のまち・多可町から～　地域資源を活用したヘルスケア産業・推進事業 26,800

兵庫県多可町 多可町特産品認証制度による「地域ブランド」推進事業 52,000

兵庫県播磨町 コンパクトシティ　はりま～体験を通じて町の魅力発見～ 8,538

兵庫県市川町 笠形オーガニックプロジェクト 17,054

兵庫県福崎町 特産もち麦を核とした地域ステップアップ事業 17,000

兵庫県神河町 シングルマザー移住支援（かみかわ暮らしサポート）事業 14,419

兵庫県神河町 神河アグリイノベーション（健康野菜づくり）事業 65,316

兵庫県上郡町 廃校活用による魚養殖を核とした農の仕事づくり事業 33,000

兵庫県佐用町 学校跡地を活用した次世代農業モデルプラント事業の事業自立支援と就農人材育成 26,040

兵庫県佐用町 観光コラボによる地域特産物の育成・強化と新たな地域資源活用創造プロジェクト 36,920

兵庫県香美町 “Ａ級美食材”を活用した香美町まるごとブランド化事業 26,862

兵庫県香美町 クラウドファンディング活用と産業競争力強化事業 7,950

奈良県 ベッドタウンからの脱却、「働いて良し」の奈良県づくり 27,431

奈良県 歴史文化資源を核とした地域づくり・観光振興プロジェクト 359,276

奈良県 マーケティングリサーチに基づく観光キャンペーン・オフシーズン対策 267,366

奈良県 【プロ人材】【しごと支援センター】地方創生人材確保・支援 61,385

奈良県奈良市 輝く！はばたく！女性の活躍～女性の就労支援事業～ 40,000

奈良県奈良市 奈良町おもてなし事業 38,000

奈良県大和高田市 市民活動の定着と促進のための協働推進事業 50,000

奈良県大和郡山市 「金魚が泳ぐ城下町」賑わい創出事業 53,719

奈良県天理市 切れ目のない子育て支援「天理市版ネウボラ」構築で、柔軟な「働き方改革」 47,748

奈良県天理市 観光資源と連携した天理の地場産品競争力強化事業 27,588

奈良県橿原市 「橿原市版ＣＣＲＣ構想」検討業務 20,175

奈良県桜井市 桜井市施策パッケージ化移住・定住促進事業 40,000

奈良県桜井市 欧米ＦＩＴ包括的受入体制構築事業 40,000

奈良県五條市 地域資源を活かした産業とブランド創造事業 45,760

奈良県生駒市 自分らしく働き続けるまち・いこま推進事業 57,418

奈良県香芝市 香芝ブランド推進事業 11,500

奈良県葛城市 子育てママによるかつらぎしごと創出プロジェクト 31,981

奈良県葛城市 相撲（住もう）かつらぎ観光・移住プロモーション事業 31,748

奈良県宇陀市 薬草プロジェクト推進事業 15,006

奈良県宇陀市 小さな拠点の形成によるまちづくりプロジェクト事業 25,380

奈良県平群町 公共交通試行運行事業 33,865

奈良県三郷町 大阪圏企業の「子育て社員」「高齢社員」移住のためのテレワーク推進事業 79,964

奈良県斑鳩町 世界遺産「法隆寺」を核とした観光地域づくり事業 56,460

奈良県三宅町 稼げる農業創出事業 17,361

奈良県三宅町 みんなでやろう！健康チャレンジ事業 12,200

奈良県田原本町 田原本駅前活性化事業 5,700

奈良県曽爾村 （仮称）曽爾村農林業公社と地域創業の連携によるしごと創生事業 80,000

奈良県御杖村 地域資源を活用した商品開発・PR事業 5,663

奈良県明日香村 「あすか農業塾」創設による明日香式農業プロジェクト 15,000

奈良県明日香村 「明日香村まるごと博物館」オープンプロジェクト 15,000
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奈良県王寺町 １４００年をタイムトラベル～太子ゆかりの里広域観光戦略 55,000

奈良県河合町 『そうだ、やっぱり河合で暮らそう！』移住・定住促進作戦 18,489

奈良県吉野町 未来の子どもたちに紡ぐ観光地づくり事業　～聖地「吉野」を世界発信～ 16,000

奈良県吉野町 木のまち吉野町　木材産業振興プロジェクト　～「吉野材ブランド」を見える化、木の魅力認知拡大に向けた取組～ 7,900

奈良県大淀町 大淀町タウンプロモーション事業 34,320

奈良県大淀町 農商工イノベーション事業 13,473

奈良県下市町 よしの下市 移住・定住促進事業 26,000

奈良県下市町 「市」のまち 創生事業 28,000

奈良県黒滝村 「黒滝・森物語村」を活用した地域間交流・情報発信拠点機能の充実・強化事業 2,930

奈良県天川村 観光との連携による農林水産業の六次産業化を通じた地域交流活性化推進事業 48,000

奈良県野迫川村 「息づく森づくり」と「きのこの村づくり」 29,550

奈良県十津川村 十津川式林業６次産業化推進事業 13,445

奈良県十津川村 温泉郷(国民保養温泉地)を活用した”温泉療養地推進事業” 22,800

奈良県上北山村 協働・連携による“かみきた”魅力創出・発信プロジェクト 22,300

奈良県上北山村 村の観光中核施設（道の駅・温泉・宿泊施設、和佐又ヒュッテ）一体の官民協働による事業計画策定および地域間連携のもとでのマーケットインによる仕事づくり・プログラムづくりの試行 10,000

奈良県川上村 東部地区暮らしがつづく集落づくり事業 38,295

奈良県川上村 森林資源を活用したしごとづくり・人財づくり事業 24,900

奈良県東吉野村 東吉野村小さな拠点形成推進事業 16,792

和歌山県 和歌山版ローカルイノベーション（下請型産業構造の転換） 108,547

和歌山県 「果樹王国わかやま」世界に飛躍 243,690

和歌山県 「ふるさと和歌山」未来を担う人材確保 130,103

和歌山県 【プロ人材】【RESAS活用】地方創生人材確保・支援 68,006

和歌山県和歌山市 『和歌山市へおいなあよ』　移住・交流促進プロジェクト 80,000

和歌山県海南市 地域しごと創出事業 27,293

和歌山県橋本市 官民連携ブランド推進加速化事業 33,683

和歌山県有田市 有田市就労促進事業 22,680

和歌山県御坊市 わがまち魅力発信事業 40,000

和歌山県田辺市 Ｗ（ダブル）世界遺産を活用した価値と魅力発信事業 57,864

和歌山県新宮市 訪新外国人いらっしゃい商店街づくり推進事業 30,000

和歌山県新宮市 新宮市。女性の未来仕事創出事業 22,700

和歌山県岩出市 いわで観光プロモーション事業 5,162

和歌山県かつらぎ町 かつらぎ百選ブランディング推進事業 6,434

和歌山県かつらぎ町 フルーツ王国イノベーション推進事業 16,490

和歌山県九度山町 芸術・童話を題材とした遊休施設・空き家の活用推進事業 9,900

和歌山県九度山町 スポーツ（なぎなた）を活用した地域振興事業 4,000

和歌山県湯浅町 ゆあさ地方創生観光まちづくり推進事業 80,000

和歌山県広川町 濱口梧陵翁特別プロジェクト～「世界津波の日」稲むらの火のまち、広川町魅力維持向上事業～ 80,000

和歌山県有田川町 廃園保育所利活用未来づくり事業 42,550

和歌山県美浜町 6次産業化推進事業 28,000

和歌山県由良町 由良町魚介酒粕漬け開発プロジェクト 3,000

和歌山県みなべ町 “うめ”を核とした健康で元気に働けるまちづくり事業 38,640

和歌山県みなべ町 備長炭保全と森林資源を活用した地域活性化事業 18,832

和歌山県白浜町 温泉の街白浜観光推進事業 42,615

和歌山県白浜町 南紀水産資源のブランド化した流通促進事業 33,000

和歌山県上富田町 きらり☆くちくまの健康村構想　　　～町民すべてが健康でいきいきと暮らせる生涯活躍のまちづくりを目指して～ 80,000

和歌山県すさみ町 すさみ町総活躍！　地域未来へのプロモーション～おもろいやん、すさみ～ 39,956

和歌山県古座川町 有害鳥獣対策・ジビエ振興事業 24,200

和歌山県北山村 小さな村の楽しい暮らしを実現する村ぐるみ学び舎プロジェクト 50,000

鳥取県 『県内から消滅可能性都市をゼロに！』に向けた２stステージ　　　
鳥取発信！ＴＰＰを見据えた海外展開大作戦！ 250,087

鳥取県 『県内から消滅可能性都市をゼロに！』に向けた２ndステージ　　　
鳥取で働く！若者が中山間地で輝く！農林水産業で実現する地方創生人材の育成大作戦！ 101,205

鳥取県 『県内から消滅可能性都市をゼロに！』に向けた２ndステージ　　　
鳥取に住む！来んさいな　住んでみないや　移住定住大作戦！ 99,764

鳥取県 『県内から消滅可能性都市をゼロに！』に向けた２ndステージ　　　
シニアが担い手！シニア活躍と健康寿命延伸でいきいき元気のまちづくり大作戦！ 45,612

鳥取県 地方創生人材確保・支援事業 70,379
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鳥取県鳥取市 公共施設の利活用によるまちの賑わい創出事業 25,618

鳥取県鳥取市 リノベーションによるまちの再生と人材確保・定着化事業 21,752

鳥取県境港市 未来健康予測による健康のまちづくり事業 20,000

鳥取県境港市 外国人観光客対応力強化事業 25,600

鳥取県岩美町 自治会等町民主導による若者チャレンジ推進事業 17,923

鳥取県若桜町 旧戸倉トンネルを活用した新たな特産品開発と農業振興 15,000

鳥取県八頭町 イノベーター創造地域創出事業 8,559

鳥取県三朝町 日本遺産のまちおもてなし事業 19,124

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インバウンド促進事業 21,470

鳥取県湯梨浜町 湯梨浜町版生涯活躍のまち推進事業 27,130

鳥取県琴浦町 めざせ健康寿命日本一！～長生き“幸せ”まちづくり～ 27,500

鳥取県琴浦町 未来へつなぐ☆琴浦農業プロジェクト 47,890

鳥取県北栄町 輝きあるいちご団地プレミアムプラン 62,831

鳥取県大山町 大山町地域で「もうける力」創造事業 34,887

鳥取県南部町 南部町版CCRC推進事業 68,464

鳥取県伯耆町 生涯活躍のまち ほうき健康経営プロジェクト 70,476

鳥取県日南町 全国初！林業の町にふさわしいカーボン・オフセット道の駅の運営と移住定住促進事業 31,900

鳥取県江府町 小さな拠点で輝くまちづくり事業 50,000

島根県 農林水産業の就業・定着事業 249,089

島根県 歴史・文化活用観光総合対策事業～2020年。そして未来へ～ 147,028

島根県 島根型６次産業推進事業 101,073

島根県 【プロ人材】【しごと支援センター】【RESAS】地方創生人材確保・支援事業 95,576

島根県浜田市 「水産都市浜田」再生に向けた課題解決事業 8,500

島根県浜田市 シングルペアレント受入事業 17,460

島根県出雲市 日本のルーツ・悠久の歴史を体感できる「出雲の旅」魅力化事業 37,552

島根県益田市 益田の担い手育成　ひとづくり推進事業 13,500

島根県安来市 連携した林業活性化施策による循環型林業推進と雇用創出事業 42,180

島根県江津市 若者の「仕事×生き方＝定住」創造アンテナカフェ５２（ごうつ）事業 40,900

島根県雲南市 「農と食の総合産業化」を核とした地域産業が躍動する新産業創出プロジェクト 25,464

島根県雲南市 課題解決スキルをもつ若者の誘致・育成による地域課題解決ビジネス創出プロジェクト 54,536

島根県奥出雲町 神話とたたら製鉄の郷　奥出雲の仕事づくり　～伝統産業・観光産業の振興事業～ 75,500

島根県飯南町 DMOを核とした国道54号沿線観光地づくり・農産加工品輸出加速化事業 39,000

島根県飯南町 小さな拠点“はない茶屋”プロジェクト連結加速化事業 31,000

島根県美郷町 新たな法人による人材と産業育成事業 67,000

島根県邑南町 ＳＡＴＯＹＡＭＡ　ＭＯＶＥＭＥＮＴ拠点事業 32,160

島根県津和野町 津和野町アクティブシニア総活躍事業（民間企業の知見を活用した高齢者の見守りと買い物支援事業） 50,000

島根県海士町 異分野協働プロジェクトによるイノベーション加速化事業　
～農業・漁業×福祉×学びの旅（観光・教育）による更なる挑戦～ 70,000

島根県西ノ島町 未利用水産資源を活用したしごと創出事業 51,164

岡山県 おかやまＣＬＴリーディングプロジェクト 82,152

岡山県 来てみて岡山！地域を支える人材応援プロジェクト 127,756

岡山県 起業するなら岡山で！ビジネス挑戦者支援プロジェクト 148,669

岡山県 ものづくり産業の「強み」を伸ばすトータル支援 190,701

岡山県 【プロ人材】【しごと支援センター】【RESAS活用】「生き活きおかやま」人材確保・育成事業 89,654

岡山県岡山市 生涯活躍できる！岡山市地域産業創出・移住定住推進プロジェクト 70,000

岡山県倉敷市 テレワークで紡ぐデータキャピタル事業 40,500

岡山県倉敷市 データで紡ぐ高梁川流域加速化事業 39,500

岡山県津山市 高度医療と観光・大学との連携による津山まちづくり魅力アップ事業 40,000

岡山県津山市 津山版地域イノベーション・プラットフォームによる強い産業の創出事業 40,000

岡山県笠岡市 希望を生み出す強いきずなづくり事業～若者から高齢者までみんなで取り組む未来創造型まちづくり～ 13,221

岡山県笠岡市 「しごとが生まれ育つまち笠岡」地域産業魅力づくり事業 66,779

岡山県井原市 「デニムの聖地」元気いばら魅力活力創出事業 80,000

岡山県総社市 高齢者・障がい者が生きがいをもって活躍できる全国屈指の福祉先駆都市実現事業 22,588

岡山県高梁市 薬草栽培産地加速化事業 7,930
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岡山県新見市 「林×バイオ×農」連携によるにいみのお宝まるごと活用プロジェクト 80,000

岡山県瀬戸内市 地域産業創出総合対策事業 45,800

岡山県赤磐市 あかいわに戻ろうプロジェクトⅡ～はじめての人でも“おかえり・あかいわ” ～ 45,734

岡山県赤磐市 地域商社による農産物品質と出荷ロットの安定化を目指す「あかいわを食べよう」プロジェクト 25,000

岡山県真庭市 里山真庭の森林資源がつなぐ「まち・ひと・しごと」づくり 15,418

岡山県浅口市 あさくち観光満足度加速化事業 29,989

岡山県和気町 外国人観光客対策としての人材育成・起業家育成事業 27,557

岡山県和気町 移住・定住促進施策と連携した逆指名による創業・新規就農支援事業 36,660

岡山県矢掛町 「賑わいの青空市」を核とした矢掛江戸時代の町並み再現事業 53,088

岡山県矢掛町 薬用作物を活用した雇用創出事業 9,000

岡山県新庄村 女性の仕事と子育てを両立するためのテレワーク事業の推進 27,500

岡山県新庄村 「村民一家族の村」での村民の生活自立と小さな拠点推進事業 21,000

岡山県奈義町 稼ぐ力で自立する、自然とアートの「生涯“総”活躍のまち」づくり 79,860

岡山県西粟倉村 西粟倉ローカルベンチャー増殖・拡大加速化事業 88,500

岡山県久米南町 道の駅と限界集落をつなぐ「ガールズファーム」事業 39,690

岡山県久米南町 都市と地方をつなぐクリエイターコラボによるしごと創生の久米南モデル事業 30,297

岡山県美咲町 日本の田舎がいいね！田舎の魅力探して活かして儲かる地域づくり事業 18,150

岡山県吉備中央町 お米で結ぶ友好事業　～ど真ん中の町に集まれ～ 26,100

広島県 国際平和拠点ひろしま構想推進事業 114,387

広島県 広島県イノベーション創出推進事業 304,237

広島県 働き方改革・女性の活躍促進事業 79,779

広島県 中山間地域人材育成・ネットワークづくり推進事業 26,431

広島県 【プロ人材】【ＲＥＳＡＳ活用】地方創生人材確保・支援事業 94,460

広島県広島市 「有給長期インターンシップ」モデル事業 4,769

広島県広島市 「協同労働」モデル事業 35,705

広島県呉市 戦艦「大和」のふるさと・くれブランド向上事業 80,000

広島県三原市 三原市生涯活躍のまち推進事業～医療・福祉のまち三原モデル構築へ～ 11,000

広島県三原市 「みはら食　三本の矢」による三原創生事業 27,000

広島県尾道市 ONOMICHI若者創業プロジェクト～若者により新しく開かれる街～ 11,500

広島県尾道市 尾道しまなみロングステイプロジェクト～自分らしさを実現するまち～ 41,200

広島県福山市 内なる文化（地域資源）を磨き輝かせるプロジェクト 28,480

広島県福山市 デジタルコンテンツ及び工業デザインによる地域活性化・社会貢献支援事業 24,974

広島県府中市 ものづくり産業の競争力強化と首都圏からの移住雇用マッチングによる若者の移住・定住促進連携事業 30,028

広島県三次市 「新三次“藩”物語」プロジェクトによるにぎわい再生事業 7,797

広島県三次市 オール三次観光交流推進事業 54,252

広島県東広島市 「成長エンジン東広島の実現」推進事業 42,928

広島県東広島市 「未来の東広島人の発掘」推進事業 30,072

広島県廿日市市 住民主導・自立型の地域課題解決事業 10,000

広島県廿日市市 標高800mの中山間地域から世界遺産嚴島神社を擁する宮島まで　異業種連携で稼ぐ「フードバレーはつかいち」プロジェクト 48,036

広島県江田島市 「都市の隣で島体験！アクティビティ江田島」プロジェクト　～江田島との「しごと」と「縁」づくり～ 23,119

広島県海田町 海田町ブランディング事業 79,359

広島県坂町 ビーチスポーツのメッカとしての地域ブランディング推進事業 25,500

広島県安芸太田町 安芸太田町版「生涯活躍のまち」プロジェクト 67,780

広島県大崎上島町 大崎上島町地域課題解決事業～大崎上島ものづくりブランドの形成に向けて～ 56,289

広島県世羅町 世羅町首都圏交流・移住・農業定着促進事業 22,111

広島県神石高原町 挑戦のまちチャレンジプラン2019「生活圏の拠点づくり推進事業」 10,000

山口県 山口県版小さな拠点「やまぐち元気生活圏」づくり推進事業 176,453

山口県 日本一の創業県やまぐち推進事業 107,417

山口県 地域資源を活かしたローカルイノベーション加速化事業 196,894

山口県 やまぐちＤＭＯ推進事業　～やまぐちＤＭＯの形成・確立に向けて～ 175,641

山口県 地域商社的機能構築によるローカルブランディング確立事業 55,449

山口県 【プロ人材】【RESAS活用】地方創生人材確保・支援事業 67,000

山口県下関市 地域商社とクルーズ客船誘致による地域製品の販路拡大 80,000
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山口県宇部市 “生ごみ”が創る地域エネルギー・循環のまちづくり 5,000

山口県宇部市 “来たれ！医療・福祉人材”＆“おいでませ！エキスパートシニア”　しごと創生・移住促進事業 9,638

山口県萩市 「ひと」「しごと」マッチングシステム構築事業 13,000

山口県萩市 「萩ジオパーク構想」の推進と大地の恵みを活用した産業創生事業 36,000

山口県防府市 道の駅「潮彩市場防府」の賑わい創出・収益向上事業 65,000

山口県防府市 富海ブルーと英語教育が織りなす交流・移住・定住空間の創造事業 15,000

山口県岩国市 就業・定住の架け橋となる地域ブランド戦略と持続可能な仕組みづくり 9,671

山口県長門市 地域商社を核としたマーケットイン地場産業構築・強化によるしごと創生事業 90,000

山口県柳井市 白壁の町並み賑わい創出事業 15,038

山口県美祢市 美祢市共に生きるまち推進事業(生涯活躍のまち推進事業) 8,575

山口県周南市 コンビナート電力で地方創生！地域資源利活用まちづくり推進事業 25,000

山口県周南市 暮らすメイトになろう。中山間地域移住定住促進事業 25,000

山口県周防大島町 周防大島版ＣＣＲＣネットワーク推進事業 32,600

山口県和木町 町ぐるみ『和木学園』構想事業 24,790

山口県田布施町 田布施町農水産物ブランド構築検討事業 14,861

山口県阿武町 選ばれるまちづくり推進事業 36,869

徳島県 徳島の未来を拓く農業人材育成事業 124,070

徳島県 もうかる農林水産業の推進と「とくしまブランド」海外展開 73,740

徳島県 徳島ならではの伝統×文化×技術が人を呼び込む観光振興戦略 232,917

徳島県 住んでみんで徳島で！とくしま回帰推進事業 196,350

徳島県 【プロ人材】【RESAS活用】プロフェッショナル人材戦略拠点事業/徳島県「リーサス活用実践」普及事業 96,500

徳島県徳島市 地域資源を生かした高付加価値産業育成事業 33,734

徳島県鳴門市 「なると第九」及び板東俘虜収容所の歴史を活用したローカルブランディングの推進事業 35,000

徳島県鳴門市 鳴門の地域資源の販路開拓を主とした新産業の創出事業 20,000

徳島県阿南市 「宝の山」推進事業 28,414

徳島県吉野川市 情報戦略推進事業 14,000

徳島県阿波市 「安心・安全のまち阿波市づくり」推進事業 30,000

徳島県阿波市 農業の「新たな阿波市ブランドの開発」と就農者づくり推進事業 21,500

徳島県美馬市 美馬市生涯活躍のまちモデル推進加速化事業 39,000

徳島県美馬市 うだつの町並みにおける「竹」を活用した体験メニュー開発と「美馬の竹工品」ブランド確立事業 16,000

徳島県三好市 シニア層の地方移住を促進するための実証実験 38,000

徳島県三好市 吉野川を活用したラフティング競技構築に向けた実証実験事業 31,800

徳島県上勝町 彩山（いろどりやま）を活用した産業振興事業 28,834

徳島県上勝町 ゼロ・ウェイストブランドを活用した循環型まちづくり事業 20,551

徳島県佐那河内村 佐那河内村地域循環型移住促進事業 35,860

徳島県神山町 地域の農を食す「フードハブ」の創出による地域内経済循環事業 22,807

徳島県神山町 官民協働「神山つなぐ公社」によるまちづくり推進事業 57,193

徳島県那賀町 「なかは なかなか いいいなか」。地域資源(ひと・もの・文化)総活躍事業 78,480

徳島県牟岐町 人材育成を核とした地域産業発掘事業 5,220

徳島県牟岐町 健康による賑わいの創出と生涯活躍のまちづくり事業 7,820

徳島県美波町 中心市街地等魅力向上事業 12,030

徳島県海陽町 みらいの町づくり事業 39,900

徳島県海陽町 地域のお宝魅力発見事業 38,950

香川県 「子育て県かがわ」への人の流れ創出事業 57,750

香川県 観光香川誘客促進・満足度向上事業 99,667

香川県 香川県産業成長戦略２０１６プロジェクト 158,392

香川県 地域経済牽引産業高度化促進事業 15,000

香川県 【プロ人材】【しごと支援センター】【RESAS活用】
かがわ地方創生人材確保・育成事業 56,800

香川県高松市 まちなかアートで奏でる地方創生推進事業 30,524

香川県高松市 健康をテーマに人が集まり、企業が集まる！地域再生のコアとなる「コミュニティ・レストラン＆健康広場」事業 49,476

香川県丸亀市 リノベーションまちづくり促進事業 9,450

香川県善通寺市 まちづくり会社（TMO）と協働する地域特産推進事業 22,000

香川県観音寺市 観音寺ブランド認証推進事業 2,095
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香川県観音寺市 アニメコンテンツ活用地域活性化事業 22,809

香川県さぬき市 地場産業活性化プロジェクト加速化事業 10,644

香川県さぬき市 平賀源内との出会いから始まるさぬき市ファンづくりプロジェクト 34,222

香川県東かがわ市 小さな拠点整備事業　～地域による地域の課題解決支援事業～ 30,000

香川県三豊市 「まちづくり推進隊」による地域内分権推進事業 50,000

香川県三豊市 三豊の若手経営者による、地域の未来のための地域商社づくり 30,971

香川県土庄町 土庄町漁業振興活性化事業 7,055

香川県小豆島町 元気高齢者の活躍による瀬戸内海の豊かな農山漁村の再生加速化事業 35,255

香川県三木町 まんで願いきいきパーク（仮称）推進事業 15,000

香川県直島町 直島町移住・定住促進プロジェクト事業 26,653

香川県宇多津町 塩や古代米、古街の町並み等の地域資源を活かした町の活性化・観光振興事業 58,089

香川県琴平町 新ブランド開発及び販路開拓・拡大戦略事業 60,000

香川県多度津町 タウンプロモーションを契機とした「まちのつながり・賑わい」創出事業 13,000

香川県まんのう町 ことなみ未来会議事業 6,500

香川県まんのう町 まんのう町ものづくりプロジェクト事業 30,000

愛媛県 国内外からヒトを呼び込め！愛媛のおもてなしパワーアップ事業 72,032

愛媛県 地域の仕事を増やす！えひめの産業力底上げ・強化事業 49,803

愛媛県 世界に羽ばたけ！えひめ農林水産業の成長産業化支援事業 43,225

愛媛県 【プロ人材】【RESAS活用】都会のプロ人材をエヒメへ！地方創生人材確保・支援事業 69,024

愛媛県松山市 松山市民しごと創造ワンストップ支援事業 45,000

愛媛県松山市 魅力ある「まつやま農業」創出事業 33,098

愛媛県今治市 今治地域造船人材育成・確保強化事業 80,000

愛媛県宇和島市 100年後も幸せに暮らせるまちづくりプロジェクト 43,250

愛媛県宇和島市 島再生プロジェクト 33,000

愛媛県八幡浜市 「生涯活躍のまち」実現に向けた基盤づくり 5,735

愛媛県新居浜市 チーム新居浜水素関連産業創出事業 24,873

愛媛県新居浜市 企業城下町版ＣＣＲＣ導入推進事業 49,486

愛媛県西条市 地域中核ものづくり中小企業育成支援事業 27,750

愛媛県西条市 四国経済を牽引する「総合６次産業都市」実現加速化事業 31,388

愛媛県大洲市 食・特産品・観光のブランド・魅力創出事業 33,162

愛媛県四国中央市 チームしこちゅ～移住・定住好循環促進事業 25,510

愛媛県東温市 稼ぐ地域が人を呼ぶ！移住地としての『とうおん』ブランド創生事業 67,000

愛媛県東温市 東温市の強みを活かしたオール東温によるとうおん魅力創生事業！！ 11,329

愛媛県上島町 島内外のチカラ（ヒト・モノ・カネ）を集めて創る！上島町次世代型まちづくり事業 18,500

愛媛県上島町 観光立町・瀬戸のゆめしま「ｋａｍｉｊｉｍａ」創生プロジェクト 41,120

愛媛県久万高原町 「森からはじめる」まちづくり事業 19,675

愛媛県松前町 芽吹きと実りのはだか麦プロジェクト 29,600

愛媛県内子町 林業六次産業化に係る地域における独自の価値創造及び保存機能構築等準備事業 20,755

愛媛県伊方町 日本一細長い「佐田岬半島」の魅力発信　　～　交流人口の拡大を移住・定住へ　～ 54,480

愛媛県愛南町 愛南水産物流通加速化実証事業～愛南のお魚早く皆に伝えたい～ 13,411

愛媛県愛南町 愛南柑橘営農環境改革推進事業～地域で創るオレンジワールド～ 10,000

高知県 高知型福祉推進事業 114,264

高知県 農林水産物輸出振興事業 185,892

高知県 集落活動センター推進事業 133,740

高知県 【プロ人材】【RESAS】地方創生人材確保・支援事業 44,472

高知県高知市 土佐山百年構想加速化事業 69,769

高知県安芸市 じゃこの聖地「じゃこシティ」を目指した食による地域づくり事業 21,524

高知県南国市 6次産業化推進　～相談から加工品販売までの一貫した支援体制整備～　事業 7,149

高知県土佐市 新居地域の“おもてなし”プロジェクトによる賑わいづくり事業 23,707

高知県須崎市 地域の人材を活用した市民活躍の場づくり事業 54,551

高知県須崎市 「すさきプライド」人財育成・人材確保と自立し稼げる組織の育成事業 11,052

高知県宿毛市 すくもまるごと商社プロジェクト 70,515

高知県土佐清水市 さかなのまち土佐清水の生産・雇用拡大事業 69,216
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高知県四万十市 地域商社「㈱西土佐ふるさと市」を核とした地域創造事業 46,475

高知県四万十市 産学官連携スジアオノリ自然栽培（養殖）推進事業 17,229

高知県奈半利町 地域資源を活用した拠点づくり事業 30,500

高知県北川村 ゆず王国北川村振興プロジェクト 20,391

高知県本山町 リハビリキッチンによる住民満足度向上プロジェクト 23,400

高知県大豊町 山間地域への人の流れづくり事業 67,150

高知県土佐町 土佐町版ＣＣＲＣ（土佐町ライフアカデミー） 19,497

高知県土佐町 小規模農家の農産物販路拡大推進事業 22,337

高知県大川村 大川村プロジェクト推進事業 54,700

高知県いの町 心そだてる「みらいの町」推進事業 57,000

高知県仁淀川町 移住林業家育成事業 73,152

高知県中土佐町 地場産業育成支援事業 24,553

高知県佐川町 自伐型林業を核とした雇用創出と地域活性化事業（加速化） 63,744

高知県越知町 越知の魅力まるごと発信事業 59,467

高知県梼原町 小さな拠点づくり　集落活動センター推進事業 38,000

高知県梼原町 ゆすはら産業担い手育成塾推進事業 9,800

高知県日高村 日高まるごとイタリアンプロジェクト 43,640

高知県津野町 域学連携による地域ブランド化と次世代の地域の担い手づくり事業 15,140

高知県三原村 三原村ユズ産地加速化事業 76,500

高知県黒潮町 黒潮町缶詰製作所機能強化事業（地産強化・地域商社機能付加） 27,316

高知県黒潮町 黒潮町版スポーツ活用型による持続可能なまちづくり事業 31,260

福岡県 多様な主体の働き方改革 92,361

福岡県 ＤＭＯを中心としたふくおか観光魅力発信 183,368

福岡県 地域の特性を活かした中小企業支援強化 228,368

福岡県 ふくおか創生人材育成事業 18,566

福岡県 【プロ人材】【しごと支援センター】地方創生人材確保・支援事業 80,269

福岡県北九州市 介護ロボット産業の振興事業 20,000

福岡県北九州市 若者の定住や移住促進（人口減少・高齢化社会対応）事業 67,416

福岡県福岡市 ＩｏＴ拠点形成事業 35,500

福岡県福岡市 インバウンド観光客受入環境向上事業～観光を軸とした周辺産業のしごと創生～ 44,000

福岡県大牟田市 おおむたローカルブランディング事業 51,346

福岡県久留米市 高度メディカルシティづくりによる仕事創出事業 43,014

福岡県久留米市 大都市圏から人を呼び込むプロモーション事業 36,986

福岡県直方市 情報の拠点化稼ぐ産業づくり事業 11,721

福岡県直方市 「まちのキヲク」を売り込む観光づくり事業 55,533

福岡県飯塚市 国内初、地域病院コンソーシアムによるクリニカルイマージョン事業 27,183

福岡県田川市 田川市「大きな拠点」整備事業（多機能型官民複合施設によるまちの活性化） 15,000

福岡県田川市 音楽ビジネスを中核としたコンテンツ産業に係る起業支援・産業育成拠点の創出 65,000

福岡県柳川市 歴史に彩りを加えた中島商店街イノベーション事業 20,000

福岡県柳川市 インバウンド受入推進を目的とした台湾人日本語学習者をターゲットとした「柳川観光コンシェルジュ」事業 15,000

福岡県八女市 茶・連・時（ちゃれんじ）～お茶を通じて未来に連なる種をまこう～ 49,600

福岡県八女市 八女の森とまちによる循環型のまちづくり 25,000

福岡県大川市 インテリア産業の競争力強化とマイスターツーリズム（産業観光）推進事業 80,000

福岡県小郡市 農産物直売所が有する多面的機能調査 8,500

福岡県小郡市 町家地区古民家を活用した地域コミュニティづくり事業 5,000

福岡県宗像市 地域ブランド化の促進とMICE活用による地域経済の活性化 27,200

福岡県宗像市 大規模国際大会キャンプ地誘致を核としたスポーツのまち推進事業 19,515

福岡県福津市 福津市まちづくり公社設立事業 19,440

福岡県うきは市 うきは地域総合商社設立による“外貨を稼ぐ地域づくり”及び創業支援による“仕事づくり”プロジェクト 57,407

福岡県うきは市 地理的環境・歴史的環境を活かしたブランディング戦略に基づく地域農業のイノベーション事業 22,593

福岡県宮若市 既存ストック等を活用したスポーツ大会・キャンプ地誘致 35,500

福岡県朝倉市 朝倉市と企業コンソーシアムによる農業活性化事業 30,000

福岡県糸島市 糸島市版ＤＭＯ創設基盤づくり事業 57,451
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福岡県糸島市 ＩＣＴを活用した木材の市内活用型サプライチェーン構築事業 21,691

福岡県須恵町 須恵町オープンイノベーション戦略推進事業 32,200

福岡県新宮町 新宮町ビジターズインダストリーの構築 34,000

福岡県久山町 オリーブによる町の元気スタートアップ事業 11,300

福岡県芦屋町 観光まちづくり推進プラットフォーム化モデル事業 44,000

福岡県水巻町 特産品のブランド化と連動したまちの魅力発信事業 31,300

福岡県遠賀町 日本一企業をインキュベートする金融機関跡地活用事業 67,000

福岡県遠賀町 「アグリＪＡＰＡＮ」遠賀菜の花プロジェクト 13,000

福岡県小竹町 小竹町版生涯活躍のまち推進事業 52,854

福岡県鞍手町 学校まるごとサブカル事業 30,000

福岡県鞍手町 地域体験による移住・定住促進事業 5,600

福岡県東峰村 東峰村イッピンプロジェクト（６次産業化） 22,000

福岡県大刀洗町 １ｕｐ！！「ＹＯＫＡＭＯＮ」マーケティング加速化事業 18,546

福岡県広川町 おしゃれオトナ女子力を活用した商品開発・就業支援事業 32,366

福岡県広川町 留学生を活用したインバウンド・アウトバウンドビジネス創出事業 20,250

福岡県香春町 香春町で実現「半農半Ｘ」プロジェクト 23,678

福岡県添田町 農産加工品開発事業 36,099

福岡県糸田町 農観連携によるアグリビジネス推進プロジェクト 14,300

福岡県川崎町 川崎産農産物で食と農のDe・愛事業 52,700

福岡県大任町 消滅の危機を救え！oToブランド名品開発推進事業 80,000

福岡県福智町 ファブラボ機能と連携したソーシャルビジネスを展開するローカルイノベーション実践事業 48,000

福岡県福智町 ローカルポイント制度による「地域ブランド化商品販売サイト」ＩＣＴ展開プロジェクト 27,000

福岡県上毛町 スマートインターと一体化した地域拠点づくり事業 23,000

福岡県築上町 戦国のムラ・宇都宮氏家臣屋敷再生活用事業 32,000

佐賀県 さが農村ビジネス創出事業 94,861

佐賀県 有田焼創業400年を契機とした産地・産業間を超えた新たな魅力創造・発信事業 141,546

佐賀県 新たなコンテンツ（ゲーム・LINE）、新たな観光のしくみが創る「SAGA　新しい旅のカタチ」（仮） 128,565

佐賀県 【プロ人材】【RESAS活用】地方創生人材確保・支援事業 72,018

佐賀県唐津市 観光地域づくり加速化事業（観光まちづくりによるブランディングの推進） 35,955

佐賀県唐津市 海外コスメ企業投資促進事業 44,045

佐賀県鳥栖市 ふるさと・しごと創生促進事業 12,179

佐賀県多久市 農産物の新流通モデル構築事業～地域商社による多久産野菜のブランド強化 40,000

佐賀県多久市 人としごと創生事業 40,000

佐賀県伊万里市 都市と地方を結ぶ次世代人材育成によるクラウド型企業誘致事業 40,000

佐賀県伊万里市 古伊万里（ＯＬＤ　ＩＭＡＲＩ）の里ブラッシュアップ事業 12,728

佐賀県武雄市 武雄市まちなみ創造加速化事業 12,866

佐賀県武雄市 武雄温泉保養村資源活用プロジェクト 23,000

佐賀県鹿島市 観光プロモーション事業 26,140

佐賀県小城市 歴史的建造物活用事業 3,000

佐賀県嬉野市 嬉野市観光まちづくりと地域ブランドづくり推進事業（地域資源を活用した地域DMO構築） 40,000

佐賀県神埼市 佐賀平野で育まれた神埼産和菱を活かした地域の活性化 16,797

佐賀県神埼市 神埼市脊振町における小さな拠点づくり事業 9,596

佐賀県基山町 基山・魅力ある空間形成プロジェクト 37,000

佐賀県上峰町 ビッグデータ分析に基づく上峰の「儲かる農業」の育成 50,000

佐賀県上峰町 上峰タウンプロモーション事業～人と地域をむすぶ魅力の発信拠点づくり～ 30,000

佐賀県みやき町 しあわせのオリーブプロジェクト 24,091

佐賀県有田町 有田版DMO　【観光ｘ窯業ｘ農業】　
有田町内の異なる産業が観光を軸に連携する産業活性化事業 71,236

佐賀県江北町 遊休物件を活用した新しい働き方・暮らし方再発見事業 11,500

佐賀県白石町 ６次産品販路開拓事業 4,000

長崎県 就農希望者に選ばれる長崎県づくりプロジェクト 96,862

長崎県 【プロ人材】【RESAS活用】地方創生人材確保・支援事業 72,647

長崎県長崎市 長崎創生スタートアップ事業 74,916

長崎県佐世保市 海を活かし、海から稼ぐさせぼ・九十九島振興プロジェクト～３しい（美しい、楽しい、美味しい）を求めて～ 68,000
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長崎県大村市 ソーシャル・ビジネス創出事業 25,000

長崎県松浦市 離島丸ごとひとづくり ～地域商社化を目指して～ 33,800

長崎県壱岐市 新しい官民協働事業「実りの島、壱岐」構想 13,500

長崎県壱岐市 壱岐産水産資源を活用した加工品販売促進事業 12,100

長崎県西海市 西海市の海・陸の魅力を生かした観光事業開発及びおもてなし研修とシティプロモーション事業 38,000

長崎県西海市 雇用・住宅・教育が一体となった定住促進事業 38,000

長崎県雲仙市 雲仙エコプロジェクト：小浜地熱海岸拠点整備事業
（未利用温泉資源を活用した低炭素まちづくり） 17,950

長崎県南島原市 ＩＣＴ産業を中心とした地域・人材イノベーションプロジェクト 7,222

長崎県波佐見町 陶農と賑わいによる波佐見移・職・住総合事業 25,214

長崎県佐々町 佐々版生涯活躍のまち構想実現促進事業 45,000

熊本県 くまもと暮らし安心・移住促進プロジェクト 40,174

熊本県 くまもと”しごと創生”プロジェクト 58,443

熊本県 くまもと未来の担い手確保プロジェクト 82,920

熊本県 くまもと版DMO推進プロジェクト 175,000

熊本県 農林業を軸とした持続可能な中山間地域づくりプロジェクト 209,663

熊本県 地方創生人材確保・支援事業 95,742

熊本県熊本市 文化・交流の活性化によるくまもと創生事業 36,800

熊本県熊本市 医療福祉とコミュニティのくまもと創生事業 28,200

熊本県八代市 一般社団法人「DMOやつしろ」設立による地域資源（伝統文化と食）の活用推進によるしごと創造事業 79,345

熊本県人吉市 スマート林業実践事業　～川上から川下を繋ぐIoTやG空間を活用した森林SCM（サプライチェーンマネジメント）が支える新たな林業～ 60,000

熊本県荒尾市 有明海共生対流新産業創出事業 40,000

熊本県玉名市 キラリかがやけ玉名市改造計画～熊本県北における観光拠点都市を目指して～ 40,000

熊本県山鹿市 山鹿ブランド戦略プロジェクト推進事業(農業と観光の融合によるしごとづくりから一流の観光のまちへ) 48,580

熊本県菊池市 官民協働による｢菊池ブランド力｣加速化推進事業 38,115

熊本県菊池市 健康・医療関係産業と観光・農業等の連携による地域の新事業創出 20,600

熊本県宇土市 機能性野菜を核とした健康食材「うとブランド」確立事業 9,000

熊本県宇土市 ワークライフバランス確保に向けたペアレントサポート事業 36,360

熊本県上天草市 パライゾ天草地域資源”アブリダス”事業 20,100

熊本県上天草市 「上天草で生きたくなる！」バックアップ大作戦事業 46,000

熊本県宇城市 ＤＭＯと地域商社による雇用創出実現事業 18,225

熊本県宇城市 雇用創出に向けた域内経済循環促進事業 24,723

熊本県阿蘇市 人と自然が共作する阿蘇市ブランド「然」構築事業 67,000

熊本県合志市 市民と財政の健康を実現「健康都市こうし」推進事業 37,000

熊本県玉東町 玉東町賑わいのまちづくり加速化事業 20,100

熊本県南関町 南関ふるさと応援団支援事業 34,336

熊本県長洲町 ぎょぎょっと感動！恵みの海活性化事業 19,661

熊本県長洲町 「金魚のまち」を活かした町魅力化向上事業 44,340

熊本県和水町 和水町生活応援・にぎわい創出事業 25,320

熊本県大津町 大津町地域・経済活性化促進支援事業「Next Stageプロジェクト」 22,500

熊本県菊陽町 菊陽町の宝物を活用した賑わい創出事業 43,375

熊本県菊陽町 “菊陽プロダクツ「菊陽にんじん」”ブランド確立推進事業 4,000

熊本県南小国町 新木材産業拠点「FabLab 阿蘇」事業 70,200

熊本県小国町 小国ブランドの確立を目指した農林業の再興事業 64,000

熊本県産山村 ブラウンスイス牛乳製品の販促による地域振興 65,476

熊本県高森町 観光立町推進人材育成事業 32,000

熊本県高森町 官民協働・政策間連携による地域資源を活用した商品開発と新規販路開拓事業 26,000

熊本県御船町 子ども連れをターゲットとした恐竜のまちづくり事業 64,407

熊本県嘉島町 映像を活用した地域ブランディングによる嘉島認知度向上・移住定住促進事業 5,184

熊本県益城町 近代女子教育の発祥の地から発信する“ウーマンドリーム”事業 34,798

熊本県益城町 益城町しごと創出若者定住加速化事業 6,250

熊本県甲佐町 清流緑川を生かしたしごと創出・移住定住促進プロジェクト事業 52,890

熊本県山都町 山の都の「都の幸ブランド」創出プロジェクト 20,400

熊本県氷川町 ひかわ移住定住促進プログラム事業 19,000



61

地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

熊本県芦北町 農と観光で地域の未来を築くＪＡあしきた農業参入事業 42,982

熊本県芦北町 福岡都市圏ブランディング戦略加速化事業 34,055

熊本県錦町 観光物産・基幹産業振興による錦町ファン創造プロジェクト事業 18,999

熊本県湯前町 シニア生き活き社会参画のまちづくり事業 13,500

熊本県水上村 水上村産業推進機構 32,961

熊本県相良村 地域資源を活用した移住・定住促進事業 43,000

熊本県五木村 ｢稼ぐ｣むらづくり推進事業 28,800

熊本県五木村 ｢住み良い｣むらづくり推進事業 16,700

熊本県山江村 山江村総活躍しごと創生事業 47,000

熊本県球磨村 球磨村しごと創生事業 65,000

熊本県あさぎり町 栗のブランド化による雇用創出事業 19,703

大分県 ICTやロボット等を活用した生産性向上による若者に魅力ある仕事づくり 107,373

大分県 DMOの育成とインバウンドの加速による仕事づくり 106,452

大分県 全国トップクラスの留学生県おおいたの強みを生かした仕事づくり 31,871

大分県 【プロ人材】【しごと支援センター】【RESAS活用】地方創生人材の確保・支援による仕事づくり 105,073

大分県中津市 サイクリングロードでつなぐ中津耶馬渓（なかつ やばけい）ブランド化推進事業 58,942

大分県中津市 中山間地でも「もうかる米づくり」推進事業 18,630

大分県臼杵市 ＩＣＴを活かした医療・福祉空間と地域の強いつながりを活かした “日本の心が息づくまち”臼杵市版ＣＣＲＣ構想構築事業 33,405

大分県臼杵市 地域内のエネルギー循環の仕組みづくりと臼杵のほんまもんの食推進事業（臼杵市バイオマス産業都市構想） 31,542

大分県津久見市 観光による地方創生戦略構築事業 36,656

大分県竹田市 “人間磁場”が渦巻く　『竹田クリエイティブ・シティ』構想の実践 40,000

大分県竹田市 日本一ブランド戦略プロジェクト『農・食連携から知産知消へ』 22,120

大分県豊後高田市 千年の時を刻む心いやす郷づくり推進事業 27,390

大分県杵築市 杵築ブランド推進事業 23,800

大分県杵築市 杵築市移住パッケージ事業 14,000

大分県宇佐市 ＵＳＡ未来・産業創造事業 10,044

大分県豊後大野市 参加と協働のまちづくり事業 42,000

大分県日出町 「日出の幸」ブランド化ステップアップ事業 20,100

大分県玖珠町 既存公共施設を再活用した「農・健・体・学」体験型都市交流拠点の構築事業 14,690

宮崎県 「県民総活躍実現」労働力確保加速化プロジェクト事業 98,618

宮崎県 食と健康産業創出支援事業 92,172

宮崎県 【プロ人材】プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業　【しごと支援センター】みやざきＵＩＪターン就職推進事業　【RESAS活用】ICT×データによる地域活性化推進事業 97,802

宮崎県 「宮崎と世界をダイレクトに結ぶ」食の海外展開促進事業 163,554

宮崎県都城市 公民連携のリノベーションまちづくりによるしごと創生事業 29,441

宮崎県延岡市 新たな価値観による中心市街地活性化（エリアマネジメント）事業 28,408

宮崎県小林市 小林市生涯活躍のまち（ＣＣＲＣ）推進事業 5,000

宮崎県日向市 サーフタウン日向「来て・見て・住んで」観光移住促進強化事業 46,000

宮崎県串間市 くしま農畜産物次世代オリジナルブランド創出事業 14,400

宮崎県西都市 西都まちづくりシステム構築事業 22,758

宮崎県えびの市 えびの市移住・定住支援推進事業 24,580

宮崎県高原町 移住・定住・交流まるごとサポート事業 30,120

宮崎県高原町 地域資源を活用したまちの賑わい創出事業 23,100

宮崎県綾町 ユネスコ エコパーク「知の拠点」整備事業 12,100

宮崎県門川町 門川魅力発掘プロジェクト 22,557

宮崎県諸塚村 FSC森林認証によるフェアウッド・フェアフーズ商品開発推進事業 55,600

宮崎県美郷町 美郷町救急救命業務創業支援事業 73,455

宮崎県高千穂町 高千穂のアンテナショップと６次産業化事業 12,200

鹿児島県 小規模事業者販路開拓支援事業 38,260

鹿児島県 サービスイノベーション推進事業 71,276

鹿児島県 観光かごしま創生誘客推進事業 160,091

鹿児島県 【プロ人材】【RESAS活用】プロフェッショナル人材戦略拠点事業・地域データ利活用促進事業 92,955

鹿児島県鹿児島市 次世代を切り拓く　鹿児島しごと維新“創志・創業”プログラム
　　　～　ローカル・イノベーションの加速化へ　～ 52,398

鹿児島県鹿屋市 「かのや農業商社」を核とした産地力向上プロジェクト 50,182
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鹿児島県鹿屋市 空き店舗等を活用した市民協働による街のにぎわいづくり事業 16,373

鹿児島県枕崎市 枕崎市地方創生深化のための物流・観光・交流・移住推進事業 26,700

鹿児島県阿久根市 「アクネ、うまいネ、自然だネ」　自然の恵みをフル活用した持続可能なまちづくり事業 40,000

鹿児島県出水市 里山再活性化モデル事業 4,678

鹿児島県指宿市 共創の場づくり事業（シビック・カフェ事業） 9,510

鹿児島県指宿市 指宿市地域商品「創る・売る・魅せる」活性化事業 20,000

鹿児島県西之表市 官民学の連携強化による「おじゃり申せの里」づくり事業 52,778

鹿児島県西之表市 農業を支え、地域を支え、将来を担う人材の育成・確保事業 16,581

鹿児島県垂水市 垂水の農林水産品”市場突破力”向上・拡大事業 37,525

鹿児島県薩摩川内市 「メイドイン薩摩川内ＬＥＤ灯」販路開拓加速化プロジェクト 35,000

鹿児島県薩摩川内市 竹バイオマス産業都市構想推進加速化事業 45,000

鹿児島県日置市 新産業創出支援事業 58,032

鹿児島県曽於市 学校跡地を活用した女性起業家応援プロジェクト事業 15,338

鹿児島県霧島市 霧島市の魅力増幅プロジェクト 55,000

鹿児島県いちき串木野市 留学生等まちなかシェアハウスプロジェクト～空き店舗等活用による若者居住支援～ 65,000

鹿児島県いちき串木野市 串木野港活用による東南アジア等との経済交流促進～マグロ運搬船を活用した輸出プラン～ 10,000

鹿児島県南さつま市 産官学金連携によるコンテナ内LED育苗推進プロジェクト 37,600

鹿児島県南さつま市 薩摩路　サイクル旅人拠点形成プロジェクト 7,373

鹿児島県志布志市 使用済み紙オムツ再資源化事業 10,458

鹿児島県志布志市 育てる漁業の挑戦～イワガキ等養殖ブランド化事業～ 5,540

鹿児島県南九州市 伝統工芸品「川辺仏壇」の産地力を活かした新商品開発及び販路開拓事業 44,000

鹿児島県南九州市 観光頴娃住（えいじゅう）プロジェクト　支援事業　～計画段階からの事業創出を通じた「頴娃版DMO」設置構想～ 15,000

鹿児島県伊佐市 屋台村を活用した「婚活」と「まちの賑わい」事業 12,000

鹿児島県姶良市 地域ブランディングによる観光を軸とした地域活性化事業 33,750

鹿児島県三島村 ジオパーク推進事業 45,000

鹿児島県三島村 島内資源を活用した雇用創出のための島内産業統合DMO（事業経営体）設立検討及び新事業検討 35,000

鹿児島県十島村 　農林水産物産地化事業 16,870

鹿児島県長島町 長島おいしいプロジェクト 80,000

鹿児島県湧水町 地域資源を活用した観光地魅力創造事業 74,060

鹿児島県東串良町 東串良町柏原地区小さな拠点づくり事業 27,550

鹿児島県錦江町 雇用・産業・地域再生事業 24,474

鹿児島県肝付町 輝け「宇宙の町」！肝付の光とエネルギーのコラボレーション創出事業 40,000

鹿児島県肝付町 地球にいながら宇宙観光！みんなの力で宇宙へチャレンジ事業 37,000

鹿児島県中種子町 産官学連携によるオンリーワン地域水産資源開発事業 5,320

鹿児島県中種子町 移住定住推進によるなかたねまちづくり再生プロジェクト事業 35,364

鹿児島県南種子町 地域商社を核としたマーケットインの一次産業構築・強化事業 29,700

鹿児島県大和村 自治体による農業法人設立調査事業 8,000

鹿児島県龍郷町 秋名・幾里魅力化プロジェクト 5,100

鹿児島県徳之島町 むーるで島おこしプロジェクト～産金学官寄ろってぃチャレンジ支援～ 10,399

鹿児島県徳之島町 離島版コワーキングスペース整備によるしごと創生・人財誘致事業 32,971

鹿児島県天城町 合宿日本一の”島”推進事業 22,675

鹿児島県伊仙町 伊仙町「生涯活躍のまち」推進による地方創生事業 70,000

鹿児島県和泊町 えらぶ滞在型ヘルスツーリズム事業 30,202

鹿児島県知名町 あしびのまちイノベーション事業 13,000

鹿児島県知名町 知名町伝統工芸品確立事業 34,000

鹿児島県与論町 ヨロンパナウル王国観光振興事業 80,000

沖縄県 有用微生物活用促進事業 43,200

沖縄県 おきなわ農業成長産業化推進事業 150,500

沖縄県 沖縄版広域連携型観光地域ブランド共創事業 118,423

沖縄県 【プロ人材】地方創生人材確保・支援事業 40,258

沖縄県石垣市 石垣島の名水製造・販売プロジェクト 42,000

沖縄県名護市 羽地・屋我地地域コミュニティ・ビジネス構築事業 54,600

沖縄県沖縄市 先端ICT教育から創業・起業支援までをワンストップで提供するスタートアップコミュニティ形成事業 80,000
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沖縄県豊見城市 とみぐすく「まちの顔」拠点づくり事業 30,000

沖縄県うるま市 平成28年度うるま市島しょ地域活性化事業 35,000

沖縄県宮古島市 多彩な交流を支える観光推進事業 ～新たなステージへの挑戦～ 27,070

沖縄県南城市 リノベーションによる空き公共施設を活用した南城市インキュベート事業 12,000

沖縄県南城市 ハートのまち♡南城が発信！「ムラヤー（南城市版 小さな拠点）」の活性化による古き良き昔ながらの地域のきずな創出事業」～地域リーダー育成からコミュニティビジネス創出までの深化と拡散へ～ 17,000

沖縄県国頭村 国頭村観光人材育成・辺土名大通り賑わいづくり事業 29,518

沖縄県大宜味村 「喜如嘉の芭蕉布」産業の自立支援事業 12,543

沖縄県中城村 地域公共交通からのまちづくり支援事業 18,606

沖縄県与那原町  MICEを核とした地域産業基盤構築事業 15,400

沖縄県与那原町 ＩＣＴを活用した地域一体型情報発信事業 39,500

沖縄県竹富町 竹富町就業創出及び移住・定住促進事業 43,200
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