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地方創生拠点整備交付金の交付対象事業の決定について 

 

平成 29 年２月３日 

内閣府地方創生推進事務局 

 

地方創生拠点整備交付金の交付対象事業について、以下のとおり決定した。 

１．趣旨  

「未来への投資を実現する経済対策」（平成 28年８月２日閣議決定）を受けて、平

成 28年度第二次補正予算に計上された「地方創生拠点整備交付金」（900億円〔注１〕、

補助率 1/2）について、以下のとおり対象事業を決定する。 

〔注１〕別途決定された道、汚水処理施設、港の公共事業（30.2億円）を含む。 

２．対象事業  

地方版総合戦略に基づく自主的・主体的な地域拠点づくりなどの事業のうち、ロー

カルアベノミクス、地方への人材還流、小さな拠点形成などに資する、未来への投資

の実現につながる先導的な施設整備を支援する。 

具体的には、施設の利活用方策が明確にされ、それにより十分な地方創生への波及

効果（例：平均所得の向上、雇用創出、生産額の増加、生産性向上、移住者の増加、

出生率の向上等）の発現を期待できるものを対象とする。また、当該施設の利活用に

係る適切かつ具体的な KPI（重要業績評価指標）の設定及び PDCAサイクルを備えてい

る必要がある。 

３．評価方法  

施設整備の内容、施設の利活用方策（自立性、官民協働、地域間連携、政策間連携

の先導性）、KPI等について評価（事業費が２億円以上のものについては、外部有識者

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

分野別の交付対象事業は、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２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 487 178 309 361 207 154 

地方への人の流れ 156 11 145 72 20 52 

働き方改革 18 1 17 8 1 7 

まちづくり 236 18 218 115 12 103 

合 計 897 208 689 556 240 316 

〔注２〕対象事業分野については以下のとおりである。 

しごと創生・・・ローカルイノベーション、農林水産振興、観光振興 等 

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

働き方改革・・・若者雇用対策、ワークライフバランスの実現 等 

まちづくり・・・コンパクトシティ、小さな拠点、まちの賑わいの創出 等 

５．特徴的な取組事例  

（１）交付対象事業例 

 試験研究機関（工業、農林水産業等）を改修し、品種開発、検査機能の向上等

の機能を付加した施設整備 

 遊休資産（廃校舎、旧支庁舎等）を 6次産業施設、子育て支援施設等に改修 

 クルーズ船受入れのためのターミナル整備 

 スポーツによるまちづくりのための運動施設、合宿施設等の整備 

 道の駅の特産品販売、飲食機能の強化 

 移住ソフト施策と一体となった移住体験施設、移住者向け住宅の整備 

 コミュニティ施設に移住相談窓口、地場産品販売、カフェ等を設置 

 小さな拠点として複合機能（販売、金融、交流等）を持つ施設の整備 

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

別紙３のとおりである。 
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６．交付対象の事業一覧  

交付対象の事業一覧は、別紙４のとおりである（複数の地方公共団体による共同事

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  

２月下旬頃  交付決定・地域再生計画の認定 

８．第２回応募のスケジュール  

 第２回応募について、３月中旬を締切りとして行い、４月下旬を目途に交付対象事

業の決定を行う予定である。 

 



 

（別紙１） 

 

 

地方創生拠点整備交付金 評定委員名簿 

 

（担当分野別、５０音順、敬称略） 

 

【しごと創生分野①（農林水産及び観光分野を除く）】 

 冨山 和彦   株式会社 経営共創基盤 代表取締役ＣＥＯ 

 松原 宏    東京大学大学院 総合文化研究科 教授 

 

【しごと創生分野②（農林水産分野）】 

 大江 靖雄   千葉大学大学院 園芸学研究科 教授 

中嶋 康博   東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授 

 

【しごと創生分野③（観光分野）】 

鶴田 浩一郎  NPO法人 ハットウ・オンパク 代表理事 

見並 陽一   公益社団法人 日本観光振興協会 前理事長 

 

【地方への人の流れ・働き方改革分野】 

 阿部 正浩   中央大学 経済学部 教授 

 福井 隆    東京農工大学大学院 客員教授 

 

【まちづくり分野】 

 坂井 文    東京都市大学 都市生活学部 教授 

辻  琢也   一橋大学 副学長 

 馬場 正尊   株式会社 オープン・エー 代表取締役 

 

 



（別紙２）

＜都道府県分と市区町村分の合計＞

都道府県 交付対象事業数（件） 交付予定金額（千円）

北海道 54 3,927,738
青森県 12 1,242,757
岩手県 20 1,642,579
宮城県 7 610,111
秋田県 12 1,244,089
山形県 17 949,057
福島県 35 2,165,399
茨城県 18 1,298,750
栃木県 24 1,504,547
群馬県 20 963,179
埼玉県 31 1,303,737
千葉県 20 776,891
東京都 2 53,951
神奈川県 13 715,300
新潟県 27 1,526,157
富山県 15 1,693,286
石川県 11 1,229,716
福井県 15 805,122
山梨県 13 855,702
長野県 75 3,056,591
岐阜県 27 1,834,528
静岡県 12 1,089,236
愛知県 15 525,009
三重県 10 418,763
滋賀県 17 955,862
京都府 32 1,776,785
大阪府 10 433,766
兵庫県 33 1,695,845
奈良県 15 1,236,709
和歌山県 19 928,320
鳥取県 13 1,561,161
島根県 6 596,827
岡山県 23 1,180,911
広島県 12 670,182
山口県 8 678,360
徳島県 21 1,363,653
香川県 8 504,955
愛媛県 18 899,230
高知県 20 1,027,641
福岡県 48 2,140,638
佐賀県 14 962,594
長崎県 12 692,489
熊本県 48 2,198,583
大分県 12 1,135,583
宮崎県 10 525,868
鹿児島県 12 1,039,058
沖縄県 0 0
合計 916 55,637,215

地方創生拠点整備交付金における都道府県別、市区町村別一覧

（注）共同事業に参加する団体に各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。



＜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 4 547,881

青森県 1 99,014

岩手県 3 860,051

宮城県 1 93,200

秋田県 4 910,688

山形県 5 332,296

福島県 3 200,554

茨城県 4 575,219

栃木県 5 873,087

群馬県 13 621,667

埼玉県 6 411,548

千葉県 0 0

東京都 0 0

神奈川県 5 326,308

新潟県 7 686,181

富山県 4 1,329,959

石川県 6 896,900

福井県 5 454,165

山梨県 5 423,396

長野県 10 514,085

岐阜県 4 898,210

静岡県 3 797,897

愛知県 0 0

三重県 1 52,933

滋賀県 5 518,497

京都府 10 916,314

大阪府 1 75,128

兵庫県 11 905,049

奈良県 2 875,317

和歌山県 3 110,382

鳥取県 5 1,104,150

島根県 1 312,275

岡山県 5 333,801

広島県 1 9,000

山口県 5 521,621

徳島県 9 976,683

香川県 1 114,500

愛媛県 4 353,115

高知県 5 405,609

福岡県 12 580,285

佐賀県 9 632,543

長崎県 6 537,299

熊本県 9 1,028,886

大分県 2 827,794

宮崎県 3 247,376

鹿児島県 3 713,387

沖縄県 0 0

合計 211 24,004,250
（注）共同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



＜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 50 3,379,857

青森県 11 1,143,743

岩手県 17 782,528

宮城県 6 516,911

秋田県 8 333,401

山形県 12 616,761

福島県 32 1,964,845

茨城県 14 723,531

栃木県 19 631,460

群馬県 7 341,512

埼玉県 25 892,189

千葉県 20 776,891

東京都 2 53,951

神奈川県 8 388,992

新潟県 20 839,976

富山県 11 363,327

石川県 5 332,816

福井県 10 350,957

山梨県 8 432,306

長野県 65 2,542,506

岐阜県 23 936,318

静岡県 9 291,339

愛知県 15 525,009

三重県 9 365,830

滋賀県 12 437,365

京都府 22 860,471

大阪府 9 358,638

兵庫県 22 790,796

奈良県 13 361,392

和歌山県 16 817,938

鳥取県 8 457,011

島根県 5 284,552

岡山県 18 847,110

広島県 11 661,182

山口県 3 156,739

徳島県 12 386,970

香川県 7 390,455

愛媛県 14 546,115

高知県 15 622,032

福岡県 36 1,560,353

佐賀県 5 330,051

長崎県 6 155,190

熊本県 39 1,169,697

大分県 10 307,789

宮崎県 7 278,492

鹿児島県 9 325,671

沖縄県 0 0

合計 705 31,632,965
（注）共同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。



地方創生拠点整備交付金の交付対象事業
における特徴的な取組事例

平成29年2月3日

内閣府 地方創生推進事務局

（別紙３）
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○しごと創生 

ローカルイノベーション  

事業名 富山県薬事研究所 未来創薬開発支援分析センター（仮称）整備計画 交付予定額 314,624千円 

地方公共団体名 富山県 

事業概要 

医薬・バイオ分野の研究開発に活用する最先端の分析機器等を集約した「未来創薬開発支援分析センター」を全

国唯一の薬事に関する試験研究機関である富山県薬事研究所に設置し、最先端の設備機器の共同利用を促すことに

より、県内の大学や製薬企業等による新たな医薬品等の研究開発を効果的に支援する。  
 
 
 
 

事業名 
航空機産業を先導役とする地域イノベーションの創出に向けた公的試験場

機能、人材育成・ネットワーク機能の強化 
交付予定額 400,000千円 

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 

飯田・下伊那地域では、平成 16年から中小企業が参画する飯田航空宇宙プロジェクトを進めており、南信州広域

連合が旧飯田工業高校体育館等を改修し、航空機システムに係る環境試験機能のためのインフラ整備を行う。また、

企業の研修、商談・展示等の機能も備え、地域経済を支える他の産業への波及も図る。 
 
 
 
 

事業名 三島村焼酎蔵プロジェクト 交付予定額 60,000千円 

地方公共団体名 鹿児島県三島村（みしまむら） 

事業概要 

現在、三島村では焼酎に最適なサツマイモの生産に取り組んでいるが、島外の醸造所に生産委託しているため、

村直営の見学可能な酒造所を黒島に建設し、三島村の３島を中心に現地販売を行うことにより、観光需要の喚起、

雇用の創出を図る。 
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農林水産業の成長産業化 

事業名 地域資源を活用した食による三笠ブランド確立事業 交付予定額 250,000千円 

地方公共団体名 北海道三笠市（みかさし） 

事業概要 

現在、市立北海道三笠高校では、高校生が地産地消による食堂「まごころ きっちん」を運営しており、食の地

域ブランドの確立を図り、地域活性化や食に関わる産業を創出する中核施設として「高校生レストラン」を整備し、

レストラン、市内農産物等の販売、料理コンクール等を行う。 
 
 

事業名 木材高度加工研究所研究・開発機能強化事業 交付予定額 330,961千円 

地方公共団体名 秋田県 

事業概要 

公立大学法人秋田県立大学木材高度加工研究所に、新たに耐火試験棟を整備することにより、耐火部材や木鉄ハ

イブリッド、CLT 等の木質材料や木質構造の試作・実証等の内製化を図り、木材がほとんど使われてこなかった分

野（中・大規模建築など）に参入する県内企業を後押しし、新たな市場と雇用の創出に取り組む。 
 
 

観光振興 

事業名 
「立佞

た ち ね

武
ぷ

多
た

の館」機能強化による周遊観光と食の拠点化事業（立佞武多の

館） 
交付予定額 33,350千円 

地方公共団体名 青森県五所川原市（ごしょがわらし） 

事業概要 

高さ 23mの立佞武多 3台を常設展示し、市内で最も集客力のある立佞武多の館の展望ラウンジ（レストラン）の

厨房、屋外テラスを改修し、メニューの多様化、席数の拡大により、観光客の滞在時間の延長、展望ラウンジの収

益増を図る。 
 
 

事業名 水郷筑波・サイクリングによるまちづくりプロジェクト 交付予定額 182,500千円 

地方公共団体名 茨城県、土浦市（つちうらし） 

事業概要 

県及び筑波山・霞ヶ浦周辺の 14 市町村が連携して取り組んでいる広域サイクリングの拠点として、ＪＲ土浦駅

ビルにサイクルショップ、レンタサイクルスペース、情報発信スペース、ロッカー・シャワースペース等からなる

施設を整備し、交流人口の拡大や街なかの賑わい創出、地域での消費拡大を図る。 
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事業名 旧安川邸利活用事業 交付予定額 165,000千円 

地方公共団体名 福岡県北九州市（きたきゅうしゅうし） 

事業概要 
孫文ゆかりの歴史的建造物である安川家の旧邸宅とその周辺を、積極的に活用していくため、観覧以外にも喫茶、

結婚式、パーティなどにも活用できる集客・歴史観光施設として整備し、収益性の高い施設としていく。 

 

事業名 
「鹿児島と世界をつなぐ」国際クルーズ受入観光拠点施設整備による地域活

性化計画 
交付予定額 387,500千円 

地方公共団体名 鹿児島県 

事業概要 

アジアからのクルーズ船寄港が増加する鹿児島県では、活火山の桜島や紺碧の海が望める鹿児島湾に位置するマ

リンポートかごしまに、海外観光客のための物販スペースや、県民と観光客との交流スペースを備えた拠点施設を

整備し、更なる外国人観光客の誘致を進め、観光消費額の増大を図る。 
 

 

○地方への人の流れ 

事業名 八幡浜市移住体験住宅整備事業 交付予定額 6,718千円 

地方公共団体名 愛媛県八幡浜市（やはたはまし） 

事業概要 

市に寄附された古民家を改修し、移住体験住宅とし、一定期間滞在して生活者目線で市の暮らしや魅力を体験し

てもらうとともに、併設する交流スペースに移住コーディネーターを配置し、地域住民や移住者との交流等を通じ

て地域の理解を深め、移住促進を図る。 

 

事業名 美郷町移住・定住促進施設整備計画 交付予定額 29,730千円 

地方公共団体名 宮崎県美郷町（みさとまち） 

事業概要 
企業誘致・創業支援により、町内への移住・定住者が増えており、学校統合により廃校となった旧黒木小学校校

舎を改修し、お試し滞在施設、レンタルオフィス等を有する移住・定住促進の拠点施設を整備する。 
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○働き方改革 

事業名 向日市女性活躍推進拠点整備計画 交付予定額 63,310千円 

地方公共団体名 京都府向日市（むこうし） 

事業概要 

女性が今よりもっと活躍でき、自分らしく輝き、仕事も子育ても充実するワークライフバランスを推進し、安心

して出産、子育てできる活力ある地域づくりを進めるため、起業相談、コワーキングスペース、お試しオフィス、

セミナー等の機能を備えた拠点施設を整備する。 

 

事業名 一億総活躍社会の実現と女性活躍のための子育て支援拠点整備事業 交付予定額 36,990千円 

地方公共団体名 兵庫県加古川市（かこがわし） 

事業概要 

加古川駅前大型商業施設に推進交付金を活用して託児機能付きワーキングスペース「子育てオフィス」を開設し、

拠点整備交付金で働きながら子育てをする女性に対して多様な子育て支援サービスを提供する「子育てプラザ」を

同所に移設し、一体的に運営することで、働き方改革に積極的に取り組み、子育てママの就業率の向上に努める。 

 

○まちづくり 

事業名 「フェンシングの聖地いまべつ」拠点整備事業 交付予定額 371,561千円 

地方公共団体名 青森県今別町（いまべつまち） 

事業概要 

青森県におけるフェンシング発祥の地である今別町において、北海道新幹線奥津軽いまべつ駅に隣接するエリ

アに、日本で唯一の合宿施設を併設したフェンシング専用施設を整備することにより、既に決定している東京五

輪の事前合宿のほか、各種大会や合宿を誘致し、交流人口を飛躍的に増加させる。 

 

事業名 十島村 悪
あ く

石島
せきじま

・小宝
こだから

島
じ ま

多世代交流・地域連携施設整備計画 交付予定額 58,200千円 

地方公共団体名 鹿児島県十島村（としまむら） 

事業概要 

人口 80人の悪石島、58人の小宝島には、法令の基準に合致した介護福祉施設、認可保育所等の設置は不可能で

あり、住み慣れた島で最後まで過ごしたい高齢者と、若い世代の子育てのニーズに応えるため、子育て・保育支

援、高齢者見守り支援、地域連携・交流のスペースからなる施設を整備する。 

 



（別紙４）

＜１．共同事業分＞

茨城県

茨城県土浦市

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

岐阜県

岐阜県各務原市

京都府

京都府綾部市

京都府 青少年海洋センター整備計画 55,650

山形県最上町

山形県

茨城県笠間市

茨城県

徳島県那賀町

徳島県

北部産業創造センター（仮称）整備計画

かかみがはら航空宇宙科学博物館リニューアル

182,500

400,000

730,253

491,000

84,383

64,073

30,000

地方創生拠点整備交付金の対象事業一覧

地方公共団体名 交付予定額（千円）交付対象事業名

水郷筑波・サイクリングによるまちづくりプロジェクト

航空機産業を先導役とする地域イノベーションの創出に向けた
公的試験場機能、人材育成・ネットワーク機能の強化

地域特性を活かした交流観光推進計画

歴史遺産拠点リノベーション計画

とくしまカヌー・レガシー創出事業
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北海道 北海道特有の歴史文化を活用したインバウンド交流施設整備事業 112,000

北海道 輸出拡大に向けた食のイノベーション強化事業 249,663

北海道 女性が輝く農業人材育成施設整備事業 149,756

北海道 アートでつながるミクスチャー空間創出事業 36,462

北海道札幌市 ＩＣＴを活用したアイヌ文化発信の空間整備事業 41,000

北海道函館市 福祉コミュニティエリア多世代交流施設整備事業 29,957

北海道小樽市 建築ストックを活かしたリノベーションシティ･小樽 20,635

北海道帯広市 体験・滞在型観光推進施設整備事業 78,448

北海道岩見沢市 観光拠点施設（メープルロッジ）整備事業 175,420

北海道網走市 日本体育大学と連携した障がい者スポーツを核とする地方創生 133,614

北海道稚内市 稚内市生涯学習総合支援センター整備事業 71,675

北海道美唄市 びばい元気創造好循環推進プロジェクト 60,000

北海道江別市 everydayEBRI ～物販等施設整備事業～ 39,125

北海道江別市 江別市都市と農村の交流センター多目的ホール整備事業 24,811

北海道赤平市 炭鉱遺産公園整備計画 127,900

北海道名寄市 名寄市立大学を活用した地域のケア力向上プロジェクト推進に係る模擬保育室整備事業 65,774

北海道三笠市 地域資源を活用した食による三笠ブランド確立事業 250,000

北海道深川市 深川市「学びと集いの郷」合宿施設整備事業 96,000

北海道福島町 新たな陸上養殖技術の開発による「蝦夷アワビ」ブランド化事業 58,750

北海道知内町 しりうち地域産業担い手センター整備事業 90,970

北海道上ノ国町 道の駅「もんじゅ」活用による地域商社拠点整備事業 75,381

北海道厚沢部町 生涯活躍のまち構想拠点施設整備事業 81,324

北海道乙部町 地域商社「おとべ創生株式会社」による特産品販売拠点整備事業 2,500

北海道乙部町 バリアフリー「移住体験住宅」整備事業 31,000

北海道今金町 観光いまかね地域活性化推進事業 48,000

北海道上砂川町 多世代交流拠点施設整備　シニアパワーを活用した子育て世代の就労支援創出事業 18,795

北海道東神楽町 東聖ひじり野地区コミュニティ拠点施設整備事業 99,954

北海道東川町 東川町文化首都創生館整備計画 250,560

北海道美瑛町 白金インフォメーションセンター増築事業 60,250

北海道美瑛町 美瑛町地域資源活用総合交流促進施設再整備事業 10,000

北海道剣淵町 桜岡宿泊研修施設多機能型整備事業 53,580

北海道下川町 農村集落型集住化モデル事業 60,000

北海道増毛町 増毛駅再生拠点整備事業「鉄道廃線の増毛駅舎を活用した地域ブランド形成プロジェクト」 44,175

北海道遠別町 仮称）アクティブシニア多世代拠点交流センター整備計画 95,000

北海道天塩町 シェアリングエコノミー拠点等整備事業 179,440

北海道枝幸町 「心とからだの子育てサポート」拠点施設整備事業 28,286

北海道利尻富士町 漁業担い手支援住宅整備計画 56,000

北海道斜里町 つなげる・つながる子育て拠点整備事業 60,000

北海道小清水町 小清水ツーリストセンター整備工事 144,983

北海道西興部村 地域商業施設整備事業計画 64,450

北海道西興部村 エゾ鹿皮なめし工房整備事業計画 4,100

北海道壮瞥町 壮高生と考えた農業研修生用シェアハウス整備事業 22,000

北海道厚真町 厚真町シェアサテライトオフィス整備事業 22,776

北海道厚真町 厚真町お試しサテライトオフィス整備事業 6,666

北海道厚真町 厚真町立研修農場整備事業 32,373

北海道上士幌町 上士幌交通ネットワーク交流拠点整備事業 83,559

北海道鹿追町 バイオガスプラント余剰熱を利用したハウス野菜栽培事業 90,000

北海道鹿追町 山村留学・英語教育推進による移住・定住促進事業 30,000

北海道更別村 熱中小学校拠点整備プロジェクト 59,780

北海道大樹町 宇宙のまちづくり拠点整備事業 27,511

北海道池田町 寒冷地に適したワイン製造施設の機能強化・観光魅力化整備事業 45,150

交付予定額（千円）

＜２．通常事業分＞

地方公共団体名 交付対象事業名
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交付予定額（千円）地方公共団体名 交付対象事業名

北海道豊頃町 豊頃町まちなか活性化拠点施設整備計画 35,685

北海道足寄町 　移住体験住宅整備 17,500

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に伴うチセの改築 75,000

青森県 青森県ＩｏＴ開発支援拠点整備事業 99,014

青森県五所川原市 「立佞武多の館」機能強化による周遊観光と食の拠点化事業（立佞武多の館） 33,350

青森県五所川原市
「立佞武多の館」機能強化による周遊観光と食の拠点化事業

（観光ＰＲ・水産加工品生産拠点施設）
32,709

青森県むつ市 脇野沢コミュニティセントー（銭湯）を核にした脇野沢小さな拠点整備計画 46,100

青森県つがる市 未来への投資につながる道の駅を拠点とした農産物直売施設整備事業 88,685

青森県平内町 ひらないまるごとグルメエリア整備事業 77,000

青森県今別町 「フェンシングの聖地いまべつ」拠点整備事業 371,561

青森県深浦町 ふかうら地域産物ＰＲ販売拠点施設整備事業 61,582

青森県藤崎町 りんごだけじゃない！ふじさき品質を活かした『食』産業創造拠点整備事業 284,366

青森県鶴田町 道の駅つるた「鶴の里あるじゃ」を核としたスチューベンぶどうブランド化推進事業 75,777

青森県風間浦村 風間浦村活イカ備蓄センター改修計画 17,700

青森県佐井村 ヒト・モノ・カネ・情報を呼ぶ賑い空間創出事業 54,913

岩手県 産業競争力強化支援拠点整備計画 621,354

岩手県 いわての農林水産物ブランド化拠点整備計画 138,780

岩手県 宮古港多目的ターミナルを拠点とした観光と物流の振興による復興促進プロジェクト 99,917

岩手県盛岡市 総合交流ターミナル機能拡充事業 52,792

岩手県大船渡市 碁石海岸レストハウス機能強化事業 26,404

岩手県大船渡市 大船渡市総合交流ターミナル施設機能強化事業 31,701

岩手県花巻市 新しい人の流れをつくる拠点賃貸工場整備事業 94,673

岩手県北上市 貸研究工場施設整備計画 95,600

岩手県一関市 　旧渋民小学校校舎利活用事業 79,803

岩手県釜石市 鉄のふるさと拠点創造事業（鉄の歴史館改修整備事業） 6,850

岩手県二戸市 稼ぐ地域づくり・移住定住・観光交流拠点整備事業 85,133

岩手県二戸市 浄法寺塗共同事業拠点施設機能強化改修事業 51,543

岩手県雫石町 町有地を活用した生涯活躍のまちの推進に資する多世代交流拠点施設整備計画 59,994

岩手県矢巾町 地域商社拠点整備事業 43,800

岩手県矢巾町 ウェルネスタウンインキュベーション拠点施設整備事業 5,400

岩手県西和賀町 遊休温泉施設を活用したまちなか交流施設リノベーション 27,754

岩手県軽米町 地域を元気に　みんなを元気に　円子地域交流生産施設整備事業 61,081

岩手県一戸町 歴史的建造物を再生利用した旧堀口邸整備による中心市街地拠点強化事業 25,000

岩手県一戸町 岩手県北唯一の映画館「萬代舘」（国登録有形文化財）を活用した山火邸整備事業 25,000

岩手県一戸町 インバウンドと都市部をターゲットとした奥中山高原センターハウス改修事業 10,000

宮城県 宮城の冬にも負けない太陽光利用型植物工場による農業生産構造の再構築プロジェクト 93,200

宮城県白石市
伝統的工芸品紹介施設リノベーションによる地域資源連携強化・

しろいしブランド収益力向上拠点整備事業
97,950

宮城県東松島市 「市民協働のまち」拠点づくりプロジェクト 60,000

宮城県富谷市 （仮称）富谷まちづくり産業交流プラザ整備事業 223,461

宮城県七ヶ宿町 賑わい拠点施設整備事業 60,000

宮城県村田町 歴史と未来とひとをつなぐ「武家屋敷」定住・交流拠点化プロジェクト 33,750

宮城県柴田町 「花のまち柴田」集客力向上による稼ぐ力強化事業 41,750

秋田県 木材高度加工研究所研究・開発機能強化事業 330,961

秋田県 田沢湖スキー場の観光集客拠点化事業 151,886

秋田県 森づくり人材育成拠点整備計画 146,941

秋田県 秋田港クルーズ拠点等整備計画 280,900

秋田県横手市 横手市増田まんが美術館リノベーション事業 128,679

秋田県横手市 横手市山内南郷コミュニティセンター整備事業 25,543

秋田県大館市 ペットと泊まれる宿泊施設整備計画（五色湖ロッジ及び五色湖緑地公園） 19,222

秋田県大館市 ペットと泊まれる宿泊施設整備計画（ベニヤマ自然パークコテージ・公園） 496

秋田県北秋田市 移住定住ネットワークセンター整備事業 18,565
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交付予定額（千円）地方公共団体名 交付対象事業名

秋田県北秋田市 北秋田市クウィンス森吉宿泊施設整備事業計画 7,671

秋田県八郎潟町 商店街活性化拠点施設整備事業 56,075

秋田県井川町 子育て支援多世代交流館（仮称） 77,150

山形県 やまがた６次産業拠点施設整備事業 135,255

山形県 水稲原々種等専用乾燥調製・貯蔵施設整備事業 82,129

山形県 次世代型低コスト大型ハウス実証拠点整備計画 25,781

山形県 庄内浜産水産物の付加価値向上のための研究研修施設整備事業 84,019

山形県米沢市 敬師児童センターを活用した山上地区の拠点づくり事業 36,591

山形県寒河江市 葉山の里たしろ交流館整備事業 49,211

山形県寒河江市 完全管理型多目的水面広場「グリバーさがえ」を核とした自転車活用まちづくり事業 10,211

山形県上山市 カミン再生整備による中心商店街の賑わい創出計画 98,099

山形県長井市 長井小学校第一校舎整備計画 160,000

山形県中山町 「芋煮会」を核とした、左沢線関連観光拠点整備事業 10,000

山形県河北町 紅花活性化センター（仮称）整備事業 11,770

山形県大江町 旧銀行庁舎のリノベーションによる左沢駅前観光交流拠点整備プロジェクト 45,000

山形県大石田町 地域資源を活かした観光拠点施設整備事業（大石田駅前賑わい拠点施設） 13,250

山形県飯豊町 蓄電デバイス研究開発拠点機能増強事業 65,178

山形県庄内町
官民協働・地域間連携（中間支援プラットフォーム）による住民主体の地域づくり推進計画

小さな拠点（立谷沢地区）整備事業
38,180

福島県 福島県ハイテクプラザ　電波暗室施設高度化改修事業 40,966

福島県 福島県観光物産館情報発信力・販売力強化事業 59,638

福島県 ふくしま海洋科学館展示施設改修事業 99,950

福島県会津若松市 ICTオフィス環境整備事業 508,370

福島県いわき市 いわきの里鬼ケ城・中山間地域エンパワーメント事業 21,030

福島県白河市 国指定史跡小峰城城山公園施設整備計画 35,001

福島県白河市 国指定史跡・名勝南湖公園施設整備計画 24,740

福島県二本松市 体験型観光施設整備事業 44,750

福島県南相馬市 まちの駅「野馬追通り銘醸館」を活用した観光交流促進事業 21,375

福島県伊達市 歴史と文化のまちづくりによるビジネス創出プロジェクト 97,298

福島県本宮市 英国庭園整備計画 47,500

福島県桑折町 農業振興活動拠点施設整備事業 30,000

福島県桑折町 若者交流拠点施設整備事業 29,997

福島県国見町 農業ビジネス訓練所整備事業 41,641

福島県大玉村 あだたらの里直売所を核としたブランディング事業 54,900

福島県鏡石町 鏡石まちの駅「かんかん館」設置事業　～コミュニティカフェ　茶飲みＢＡＲ～ 72,000

福島県天栄村 天栄村羽鳥湖高原生産物直売所農林産物加工室整備事業 14,159

福島県檜枝岐村 暮らしの拠点施設整備計画 110,000

福島県南会津町 都市交流施設整備事業 60,000

福島県西会津町 旧たばこ育苗施設を活用した菌床栽培規模拡大のための培養施設等整備計画 99,718

福島県猪苗代町 旧山潟小学校人の駅整備事業 27,000

福島県昭和村 木造廃校舎を活用した観光・交流拠点施設整備事業 60,367

福島県西郷村 「まるごと西郷館」整備事業 95,625

福島県泉崎村 泉崎村の魅力ある農業と未来に向けた農業拠点整備プロジェクト 55,000

福島県棚倉町 奥州一宮　八槻歴史の駅整備事業 45,000

福島県棚倉町 棚倉町健康づくり交流館整備事業 15,000

福島県塙町 竹活用交流拠点整備計画 20,000

福島県石川町 集落生活圏を維持する小さな拠点施設整備事業（旧沢田中学校整備事業） 70,000

福島県石川町 石川町の史跡を活用したまちなかプレイスメイキング事業 29,000

福島県浅川町 地方創生型若者向け定住・移住モデル事業 40,250

福島県浅川町 地方創生型多世代交流拠点施設整備事業 8,600

福島県古殿町 古殿町産木材品質向上事業 13,476

福島県三春町 歴史的建造物を活用した「まちの駅」整備事業 35,000

福島県小野町 小野町定住サポート整備計画 60,000
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交付予定額（千円）地方公共団体名 交付対象事業名

福島県新地町 スポーツ施設整備事業 78,048

茨城県 茨城県工業技術センター施設機能強化事業 442,183

茨城県 茨城県立県民文化センター施設整備事業 20,000

茨城県日立市 旧共楽館（日立武道館）を活かした「ひたちらしさ」再発見・活用・強化事業 27,250

茨城県常総市 地域コミュニティの再構築と災害に強い小さな拠点づくり事業 60,250

茨城県北茨城市 芸術によるまちづくり拠点整備計画 99,955

茨城県潮来市 水の郷　石の蔵　リノベーションプロジェクト 68,000

茨城県守谷市 「ママが活躍する"まち"」プロジェクト活動拠点整備事業 9,153

茨城県那珂市 静峰ふるさと公園魅力向上計画 93,500

茨城県行方市 テレビ放送公開収録用簡易劇場整備事業 20,927

茨城県鉾田市 （仮称）鉾田市民交流館整備事業～鉾田市文化芸術振興事業～ 60,000

茨城県茨城町 ラムサール条約登録湿地「涸沼」を活かした観光拠点施設改修整備計画 3,110

茨城県城里町 城里町民センター（仮）整備事業（旧七会中学校廃校利用整備事業） 39,099

茨城県大子町 アートを活かしたまちづくり推進事業（アーティスト滞在施設の整備事業） 9,750

茨城県境町
河岸のまちさかい復興プロジェクト

～ＤＭＯ観光拠点としての「道の駅さかい」リノベーション事業～
99,000

栃木県 日光国立公園満喫プロジェクト拠点整備事業 48,250

栃木県 とちぎ産業技術支援拠点強化事業 378,124

栃木県 戦略的品種開発加速化事業 140,262

栃木県 次世代農業人材育成強化事業 290,691

栃木県 伝統工芸品でおもてなしレストラン事業 15,760

栃木県栃木市 栃木市渡良瀬遊水地シンボル施設整備事業 50,000

栃木県鹿沼市 多世代交流音楽スタジオ整備事業 4,950

栃木県小山市 ラムサールホンモロコ・ナマズ養殖・加工施設整備事業 12,766

栃木県真岡市 ＳＬの走るまち拠点施設ＳＬキューロク館整備事業 6,562

栃木県矢板市 「城の湯やすらぎの里」多機能化によるスポーツの拠点形成事業 59,700

栃木県那須塩原市 地域活動の拠点として機能する「多世代交流施設」狩野公民館多目的ホール整備計画 53,416

栃木県さくら市 観光おもてなしと地域ブランド情報発信拠点整備事業 71,751

栃木県那須烏山市 地域の歴史と伝統を伝える観光拠点施設整備計画 55,883

栃木県下野市 グリムの館 施設整備事業 20,250

栃木県下野市 下野薬師寺歴史館増改築事業 18,074

栃木県下野市 民俗資料館「夜明け前」リノベーション事業 21,600

栃木県上三川町 地域福祉の縦横連携拠点整備事業 18,335

栃木県益子町 (仮称）平成館改修事業 35,000

栃木県益子町 子ども子育て支援拠点施設整備事業 25,000

栃木県茂木町 茂木町農産物加工施設プロジェクト 42,500

栃木県壬生町 健康スポーツ町民交流プロジェクト　～山のないまちでクライミング！～ 49,284

栃木県野木町 子育て・介護・福祉・健康づくり等総合的相談窓口設置事業 37,990

栃木県高根沢町 移住・定住・創業支援センター及びクリエイターズ・デパートメント整備事業 10,250

栃木県那須町 田中地区地方創生拠点整備事業 38,149

群馬県 障害者スポーツ拠点整備 214,653

群馬県 浅間高原地域拠点整備 74,437

群馬県 野菜・花きの総合研究拠点整備 98,850

群馬県 内水面水産研究拠点整備 3,984

群馬県 養鶏研究拠点整備 18,990

群馬県 優良種苗研究拠点整備（カラマツ） 10,044

群馬県 繊維産業高度化のためのオープンイノベーション創出拠点整備 74,000

群馬県 ぐんま県境稜線トレイル整備 17,300

群馬県 蚕糸絹業情報発信拠点整備 42,500

群馬県 花と緑の観光拠点整備 45,000

群馬県 リンゴ研究拠点整備 1,656

群馬県 コンニャク研究拠点整備 5,409

群馬県 蚕糸研究拠点整備 14,844
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群馬県みどり市 廃校を活用したみどり市多世代交流館～Link～整備による地域交流推進事業 59,020

群馬県吉岡町 高齢者を中心とした地域福祉交流拠点施設整備事業 14,362

群馬県神流町 神流町麻生地区古民家施設整備計画 65,000

群馬県南牧村 多世代交流カフェ整備事業計画 25,000

群馬県南牧村 定住拠点施設整備事業計画 35,000

群馬県中之条町 チャツボミゴケ公園特産品等販売施設整備事業 55,866

群馬県片品村 （仮称）片品村交流連携拠点施設整備計画 87,264

埼玉県 食と農の拠点づくり事業 140,054

埼玉県 先端関連製品等実証フィールド整備事業 112,029

埼玉県 さいた抹茶振興モデル事業 60,823

埼玉県 埼玉型先端養殖施設整備事業 72,379

埼玉県 農業大学校による直売所を活用した地域経済活性化事業 17,895

埼玉県 豚の極少量精液による夏季受精率向上技術確立のための施設整備事業 8,368

埼玉県行田市 街なかにぎわい拠点整備計画 45,895

埼玉県飯能市 （仮称）あけぼの子どもの森公園ギャラリーカフェ整備事業 47,500

埼玉県加須市 三県境と渡良瀬遊水地のビジターセンター改修事業 11,623

埼玉県東松山市 東松山ぼたん園オールシーズン化リノベーション事業 24,300

埼玉県東松山市 東松山市化石と自然の体験館観光交流拠点事業 11,566

埼玉県狭山市 入間川とことん活用プロジェクト基盤整備計画 32,650

埼玉県入間市 旧石川組製糸西洋館保存活用整備計画 49,592

埼玉県桶川市 古民家おもてなしプロジェクト 47,200

埼玉県北本市 野外活動センターの多機能化のためのリノベーション事業 43,408

埼玉県三郷市 日本一読書のまち「三郷」～一人ひとりが活躍できる読書でつなぐ育成の拠点づくり～ 2,395

埼玉県三郷市 日本一読書のまち「三郷」～一人ひとりが活躍できる読書でつなぐ育成の拠点づくり～ 2,395

埼玉県三郷市 日本一読書のまち「三郷」～一人ひとりが活躍できる読書でつなぐ育成の拠点づくり～ 2,395

埼玉県鶴ヶ島市 鶴ヶ島市地域の交流・安心拠点整備計画 43,916

埼玉県日高市 多世代型地域共生社会に向けた拠点強化・コミュニティビジネス推進一体プロジェクト 26,450

埼玉県ふじみ野市 「途中がおもしろい！舟運と陸路の途中下車推進事業」～陸路編～ 28,155

埼玉県ふじみ野市 「途中がおもしろい！舟運と陸路の途中下車推進事業」～舟運編～ 31,894

埼玉県毛呂山町 農産物加工センター整備事業 23,100

埼玉県越生町 未来創生！都市農村交流～越生自然休養村センターふれあい魅力アップ整備事業～ 16,500

埼玉県嵐山町 地域活力創出拠点整備事業 123,366

埼玉県小川町 小川町子ども子育て拠点施設整備事業 90,698

埼玉県小川町 小川町地域資源ＰＲ拠点整備事業 12,766

埼玉県吉見町 産業交流拠点施設整備事業 25,000

埼玉県ときがわ町 ときがわ町活き生き活動拠点整備 59,425

埼玉県長瀞町 多世代ふれ愛ベース長瀞整備事業 60,000

埼玉県杉戸町 日光街道杉戸宿賑わい拡大プロジェクト 30,000

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 60,000

千葉県船橋市 ふなばしアンデルセン公園を拠点とした交流人口増加・地域経済活性化事業 35,500

千葉県茂原市 農産物直売所を起点とした魅力ある農業創出事業 56,500

千葉県佐倉市 観光拠点施設「佐蘭花（さらんか）」の機能強化による観光産業等活性化プロジェクト 30,878

千葉県東金市 ６次産業化拠点施設整備事業 52,012

千葉県鴨川市 里山オフィス整備事業 34,869

千葉県鴨川市 鴨川市総合交流ターミナル「みんなみの里」の機能拡充計画 98,264

千葉県君津市 稼げる観光地づくりプロジェクト（久留里観光交流センター） 511

千葉県袖ケ浦市 力強い農業基盤整備のための拠点改修プロジェクト 35,953

千葉県香取市 水の郷さわら再整備事業 61,291

千葉県いすみ市 いすみ市土着菌完熟堆肥センター 11,150

千葉県酒々井町 プリミエール酒々井増築工事事業 74,634

千葉県栄町 コスプレの館整備事業 35,570

千葉県栄町 日本の国技「相撲」体験による地域経済活性化事業計画 20,732

千葉県横芝光町 横芝駅前情報交流拠点整備事業 54,925
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千葉県一宮町 一宮版サーフォノミクス駅前観光施設整備事業 30,000

千葉県睦沢町 ウェルネス＆スポーツツーリズム拠点形成事業 5,238

千葉県大多喜町 大多喜横山住宅（仮称）建設事業 32,516

千葉県鋸南町 笑楽の湯機能アップ整備事業 31,754

千葉県鋸南町 子育て広場開設事業 14,594

東京都東久留米市
産・官・学で取り組む女性の活躍（働き方改革）推進事業における

ワンストップ窓口および女性活躍支援事業実施拠点整備計画
39,901

東京都武蔵村山市 村山温泉「かたくりの湯」施設整備事業 14,050

神奈川県 セーリングレガシー継承施設等整備事業 44,404

神奈川県 小規模分散温室ネットワーク制御研究施設整備計画 100,000

神奈川県 宮ヶ瀬湖周辺地域活性化施設整備事業 34,504

神奈川県 中小企業ＩｏＴ導入支援拠点整備事業 99,900

神奈川県 　畜産技術センター環境制御型養豚施設整備計画 47,500

神奈川県川崎市 キングスカイフロントマネジメントセンター整備事業 17,500

神奈川県横須賀市 うみかぜ公園スケートボードパークリニューアル事業 25,196

神奈川県小田原市 観光客の裾野拡大と回遊性の向上を促す拠点の整備 61,163

神奈川県三浦市 みうら・みさき海の駅“うらり”交流拠点整備事業 12,150

神奈川県中井町 里都まちガーデン賑わいと交流拠点整備事業 20,600

神奈川県松田町
織りなす柄が新たな絆を創出する「仮称：WEAVE MATSUDA」整備事業

～文化・スポーツ・未病改善・国際交流機能を有した複合施設へのリノベーションによる賑わい
ある広域拠点づくり～

60,000

神奈川県湯河原町 美術館施設整備事業 84,383

神奈川県清川村 ヘルスケア＆ビューティーケアステーション整備事業 108,000

新潟県 研究開発型企業育成支援拠点整備事業（次世代産業創出支援事業） 183,154

新潟県 電波暗室等整備事業 261,720

新潟県 新潟清酒ブランド構築支援拠点整備事業 43,500

新潟県 研究開発型企業育成支援拠点整備事業（地域産業高付加価値化支援事業） 11,718

新潟県 研究開発型企業育成支援拠点整備事業（起業・産学官連携支援事業） 75,000

新潟県 県内初のＣＬＴ建築物（中山間地農業技術センター）を活用したＣＬＴの普及・ＰＲ 27,494

新潟県 新潟コンベンションセンター施設整備事業 83,595

新潟県新潟市 鉄道文化魅力発信事業 42,134

新潟県長岡市 やまこし復興交流館おらたる整備事業 37,500

新潟県三条市 下田地域交流拠点施設整備計画 1,919

新潟県小千谷市 ～一滴から大河へ～　都市から地方への人の流れ増強事業 37,000

新潟県十日町市 キャンパス白倉創生事業 16,647

新潟県十日町市 豪雪を活かしたインバウンド対応のための大厳寺高原キャンプ場整備事業 15,338

新潟県十日町市 大地の芸術祭　東川美術館の改修事業 25,000

新潟県見附市 みつけイングリッシュガーデンカフェ物販施設整備事業 44,150

新潟県燕市 2020年東京オリンピックに向けた「武道のまち燕市」隘路打開計画 99,220

新潟県妙高市
山岳観光誘客の促進による国際観光都市を目指した

新たな観光誘客コンテンツ開発・しごと創生計画
64,654

新潟県五泉市 ごせん桜アロマ工房整備事業 61,750

新潟県上越市 観光対応型「雪室」改修整備事業 11,694

新潟県上越市 街なか拠点施設整備事業（旧第四銀行高田支店活用事業） 52,768

新潟県阿賀野市 ハクチョウの湖「瓢湖」周辺魅力向上計画 37,134

新潟県佐渡市 佐和田海岸マリンスポーツ拠点整備事業 26,572

新潟県佐渡市 佐渡市子ども若者相談センター拠点整備事業 15,862

新潟県魚沼市 子どもが地域を結ぶ「子育ての駅（仮称）」整備プロジェクト 18,500

新潟県聖籠町 聖籠町ゆめ・ひと・みらい創造拠点整備事業 30,024

新潟県弥彦村 観光・農業振興の核となる「おもてなし広場」整備計画 127,137

新潟県出雲崎町 出雲崎「子は宝」多世代交流施設整備事業 74,973

富山県 若者の県内定着と高度人材の育成・供給のための拠点整備事業 850,846

富山県 富山県薬事研究所 未来創薬開発支援分析センター（仮称）整備計画 314,624
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交付予定額（千円）地方公共団体名 交付対象事業名

富山県 富山県ものづくり研究開発センター製品機能評価拠点整備計画 76,950

富山県 世界と富山県を結ぶデザイン交流創造拠点整備計画 87,539

富山県富山市 交通空間の利活用交流推進事業（ウェストプラザ・イベント空間施設） 12,500

富山県富山市 交通空間の利活用交流推進事業（大手モールポケットパーク・イベント空間施設） 15,000

富山県富山市 交通空間の利活用交流推進事業（まちなか体験施設） 32,500

富山県高岡市 地域資源の魅力発信拠点整備によるブランド力向上プロジェクト 95,000

富山県黒部市 宇奈月ビールを核とした道の駅うなづきブランディングプロジェクト 32,000

富山県砺波市 旧中嶋家住宅環境リノベーション事業 7,500

富山県小矢部市 小矢部市サイクリングターミナルリノベーション計画 47,200

富山県小矢部市 クロスランドおやべ「ふれあいハウス」リノベーション計画 21,600

富山県小矢部市 小矢部市森林総合管理センター「稲葉山山頂休憩所」リノベーション計画 16,200

富山県立山町 まちなかファーム整備事業 62,704

富山県立山町 大学合宿施設ＢＬＯＯＭ整備事業 21,123

石川県 世界農業遺産「能登の里山里海」受入・交流拠点整備事業 309,500

石川県 スポーツを核とした街づくりによる賑わい創出事業 302,000

石川県 山中漆器産業技術センター産業観光機能強化事業費 98,500

石川県 いしかわ耕稼塾農業版インキュベーション化施設整備計画 67,750

石川県 白山ろく民俗資料館リニューアル整備事業 31,650

石川県 里山里海サイクリングルート整備事業 87,500

石川県金沢市 市民の創造活動支援施設整備事業 62,000

石川県七尾市 矢田郷地区コミュニティセンター改修事業 60,203

石川県小松市 歌舞伎「勧進帳」の里「安宅ビューテラス」リニューアル整備事業 49,900

石川県かほく市 西田哲学調査研究施設の整備による新しいひとの流れ創出事業 60,863

石川県内灘町 サイクリスト受入体制整備計画 99,850

福井県 福井新産業技術開発拠点整備計画 276,525

福井県 ふくい林業ビジネスセンター整備計画 99,000

福井県 六呂師高原スポーツ・体験施設整備計画 12,709

福井県 青少年体験活動施設整備事業（鯖江青年の家改修・環境整備） 26,698

福井県 日本最大の戦国城下町「一乗谷ミュージアム」整備事業 39,233

福井県福井市 全天候型まちなかふれあい動物王国整備事業 60,000

福井県大野市 まちの賑わい創出拠点整備事業（移住定住拠点整備） 21,907

福井県大野市 まちの賑わい創出拠点整備事業（サテライトオフィス整備） 9,620

福井県勝山市 「勝山ニューホテル」のリニューアルによるリゾートブライダル推進事業 50,085

福井県鯖江市 新たな客層開拓に向けた観光拠点整備事業 38,521

福井県あわら市 地域資源を活用した魅力発信事業 25,250

福井県坂井市 アーバンデザインセンター坂井整備計画 25,000

福井県永平寺町 地域課題を解決するための「永平寺参ろーど」を活用した自動走行実証実験施設整備事業 60,000

福井県池田町 ライフ＆ワーク活動拠点ワークスペース「ここラボ」整備事業 42,724

福井県おおい町 第１次産業の発展に資する地域交流拠点の総合的な整備計画 17,850

山梨県 山梨県富士工業技術センター「研究開発支援棟」整備計画 158,901

山梨県 山梨県馬術競技場整備計画 185,400

山梨県 水産技術センター試験研究環境整備計画 12,562

山梨県 果樹試験場試験研究環境整備計画 18,760

山梨県 酪農試験場試験研究環境整備計画 47,773

山梨県甲府市 （仮称）森のスタジオ整備事業　（旧：甲府市堂の山青少年キャンプ場） 60,000

山梨県都留市 生涯活躍のまち・つる地域交流拠点整備計画 45,000

山梨県都留市 生涯活躍のまち・つる健康ジム整備計画 15,000

山梨県甲州市 甲州市地域経済・人材交流活性化施設「シェアオフィス甲州」整備事業 59,750

山梨県南部町 移住促進お試し住宅整備計画 24,900

山梨県西桂町
観光拠点にあるスポ－ツ施設のリノベ－ションで、交流と健康なまちづくりによる

観光・移住促進事業
84,505

山梨県小菅村 流域ＤＭＯ拠点整備事業～流域ＤＭＯを核とした地域再生の拠点づくり～ 97,359

山梨県丹波山村 小さな村の観光産業再生プロジェクト 45,792
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交付予定額（千円）地方公共団体名 交付対象事業名

長野県 農林水産業関係試験場研究力強化事業（農業試験場、果樹試験場） 180,500

長野県 100年カラマツの利用技術開発事業 154,166

長野県 農林水産業関係試験場研究力強化事業（農業試験場八重森ほ場） 8,739

長野県 農林水産業関係試験場研究力強化事業（野菜花き試験場） 25,899

長野県 農林水産業関係試験場研究力強化事業（畜産試験場） 89,428

長野県 農林水産業関係試験場研究力強化事業（南信農業試験場） 7,397

長野県 農林水産業関係試験場研究力強化事業（水産試験場本場） 22,505

長野県 農林水産業関係試験場研究力強化事業（水産試験場押野試験池） 15,191

長野県 農林水産業関係試験場研究力強化事業（水産試験場木曽試験地） 4,980

長野県 農林水産業関係試験場研究力強化事業（林業総合センター） 5,280

長野県諏訪市 スポーツ・健康・観光複合拠点「すわっこランド」整備事業 55,620

長野県小諸市 こもろ観光局プロデュース「北国街道小諸宿脇本陣再生事業」 25,000

長野県小諸市 浅間山麓高地トレーニングエリア構想拠点施設「小諸市総合運動場整備事業」 36,500

長野県伊那市 江戸町家の活用による城下町体験事業（中村家） 57,183

長野県伊那市 江戸町家の活用による城下町体験事業（伊那市民俗資料館） 16,000

長野県駒ヶ根市 駒ヶ根シルクミュージアムブランディング推進事業 20,000

長野県駒ヶ根市 駒ヶ根市交流促進センター（こまくさの湯）ブランディング推進事業 30,000

長野県大町市 　ライチョウ舎等建設事業 26,210

長野県茅野市 まちなかに人を呼び込む地域力向上コワーキングスペース創出事業 42,620

長野県塩尻市 松本広域圏イノベーション施設整備事業計画 79,770

長野県佐久市 臼田地区生涯活躍のまち移住体験・交流促進拠点施設整備計画 8,121

長野県東御市 湯の丸ツーリズムプロジェクト推進事業 85,464

長野県小海町 地域資源を活かした観光交流拠点整備事業計画 46,116

長野県川上村 高度農業情報流通システム整備計画 19,375

長野県川上村 川上村農産物等直売所森の駅マルシェかわかみ収益性向上事業 13,940

長野県北相木村 親子山村留学交流拠点プロジェクト 31,000

長野県佐久穂町
こどもセンター整備事業（ジャパンブランド「健康長寿」推進計画

～「SAKU Health-Care Model」の構築・展開を目指して～）
46,494

長野県青木村 道の駅あおき高機能拠点化事業 50,500

長野県長和町 長和町田舎暮らし体験住宅整備事業 10,100

長野県富士見町 交流施設を活用した農業振興・多世代交流 25,000

長野県辰野町 子どもたちや若者が集うウォーターパークリノベーション事業 135,069

長野県箕輪町 箕輪町まち・ひと・しごと拠点施設整備事業 76,974

長野県南箕輪村 大芝高原味工房魅力アッププロジェクト 70,000

長野県中川村 美しい村「なかがわ」の拠点施設整備事業 13,329

長野県中川村 中川村仕事づくり拠点施設整備事業 18,772

長野県宮田村 宮田高原を活かしたアウトドアパーク観光事業 18,700

長野県宮田村 宮田村総合公園ふれあい広場特産品販売拠点整備 2,500

長野県松川町 ふるさと回帰につながる移住体験住宅整備事業 5,750

長野県高森町 ライフワークミックスで女性活躍のまちたかもり創生プロジェクト 79,218

長野県阿南町 おらほ自慢の「逸品」と「ひと」をつなげる創生事業 33,403

長野県阿智村 治部坂星の駅整備事業 27,660

長野県売木村 スポーツ観光交流拠点建設事業 126,650

長野県泰阜村 廃校を活用した体験施設を備えた干し柿センターの整備 42,660

長野県喬木村 喬木村多機能型施設整備事業 95,000

長野県豊丘村 道の駅を核とした小さな拠点整備計画 89,150

長野県大鹿村 大鹿村道の駅整備事業 154,150

長野県木曽町 木曽町ヘルシータウン拠点施設整備事業 40,026

長野県麻績村 麻績村地方創生拠点整備計画（テレワーク拠点施設整備） 88,800

長野県生坂村 生涯活躍の場社会就労センター施設統合改築事業 20,000

長野県生坂村 ぶどう農家育成お試し移住体験ハウス整備事業 4,500

長野県朝日村 ゲストハウス整備事業 13,750

長野県池田町 まちなかの賑わい拠点整備事業 47,493
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交付予定額（千円）地方公共団体名 交付対象事業名

長野県坂城町 坂城しごと創生イノベーションセンター施設整備事業 30,000

長野県高山村 新規就農者住宅整備計画 29,000

長野県山ノ内町 暮らし体験ハウス整備事業 5,875

長野県木島平村 移住定住促進事業 7,750

長野県木島平村 スポーツ合宿拠点整備事業 26,462

長野県信濃町 地域と協働する野尻湖ナウマンゾウ博物館整備事業 36,941

長野県信濃町 地場産品直売所を拠点にした地域振興 40,411

長野県飯綱町 世界に誇る力強い産業の形成に向けた販売拠点整備事業 20,000

長野県飯綱町 世界に誇る力強い産業の形成に向けた販売拠点整備事業 17,500

岐阜県 岐阜県食品科学研究所（仮称）整備 144,263

岐阜県 長良川あゆパーク（仮称）整備 67,050

岐阜県 岐阜県立国際園芸アカデミー温室改修 14,848

岐阜県大垣市 （仮称）大垣市男女共同参画センター整備計画 13,250

岐阜県中津川市 働く家族を助ける（中津川市障がい児総合支援施設整備事業） 36,214

岐阜県中津川市 馬籠ふるさと学校(旧神坂小学校）を活用した地域の拠点整備計画 40,000

岐阜県美濃市 市産材を活用したものづくり拠点施設整備事業 22,000

岐阜県羽島市 風情ある旧邸を活用した竹鼻まちなかの賑わい再生プロジェクト 49,348

岐阜県恵那市 笠置地区「小さな拠点」形成推進事業 32,923

岐阜県美濃加茂市 旧伊深村役場庁舎を活用したまちの賑わい創出事業 32,025

岐阜県可児市 戦国城跡巡り拠点整備事業 9,924

岐阜県山県市 日帰り観光拠点「伊自良湖」リノベーション事業 58,250

岐阜県本巣市 地域農業を核とした道の駅活用促進事業 75,016

岐阜県郡上市 「ひと」と「しごと」を呼び込むオール郡上プロジェクト 48,967

岐阜県海津市 道の駅「クレール平田」リノベーション事業 49,750

岐阜県岐南町 女性の活躍推進拠点整備計画 88,170

岐阜県養老町 （仮称）養老町次世代育成支援・女性活躍推進拠点創出計画 9,715

岐阜県大野町 道の駅「パレットピアおおの」飲食提供機能を活かした地域還元ビジネス・雇用創出事業 75,000

岐阜県池田町 大津谷公園バーベキューハウス整備計画 18,259

岐阜県池田町 池田町子育て・就労応援センター整備計画 49,212

岐阜県北方町 北方町地域コミュニティ拠点整備計画 55,000

岐阜県白川町
 白川町伝統食文化「鯉の赤煮」再燃プロジェクト

～地域の伝統が誘う新たなライフステージの創出～
15,600

岐阜県白川町
 有機農業の伝承による新規就農者躍進プロジェクト

～田舎の寄り合い文化が誘う「笑顔が実る」ライフススタイルの提案～
16,500

岐阜県白川町
高齢者と女性が活躍できる複合型拠点づくりプロジェクト

～こだわりのライフスタイルと健康長寿が紡ぐ「あなたの生活を豊かにする」事業～
60,750

岐阜県東白川村 林業・製材業、建築業担い手育成事業 22,241

静岡県 「農・食・健」連携型先端農業イノベーション拠点整備計画 485,000

静岡県 次世代自動車開発支援拠点整備計画 216,000

静岡県 茶の都拠点整備計画 96,897

静岡県静岡市 静岡市葵区七間町賑わい創出拠点整備計画 31,956

静岡県静岡市 生涯活躍のまち静岡推進計画 12,500

静岡県浜松市 美術館トラックヤード棟増築事業 70,133

静岡県島田市 蓬莱橋周辺整備事業 45,000

静岡県磐田市 働く女性を応援します！創業支援の拠点「コワーキングスペース」の整備 5,400

静岡県藤枝市 藤枝市中山間地域観光拠点機能強化事業 68,350

静岡県袋井市 地域の縁側づくり「ＥＮＧＡＷＡマーケット＠浅西」実施計画 8,000

静岡県小山町 「スタジオタウン小山」～映像文化拠点整備事業～ 35,000

静岡県小山町 足柄ふれあい公園ＢＢＱガーデン整備事業 15,000

愛知県名古屋市 IoTを活用したものづくり開発支援事業 37,750

愛知県豊橋市 のんほいパーク魅力創造事業 32,225

愛知県豊橋市 豊橋イノベーションガーデン整備事業 22,525

愛知県春日井市 (仮称）まなびと交流のセンターの拠点施設整備計画 60,000
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交付予定額（千円）地方公共団体名 交付対象事業名

愛知県安城市 デンパークリニューアル整備計画 84,400

愛知県犬山市 シルバーと若者が農で大活躍！農業活性化プロジェクト 18,741

愛知県新城市 新城まちなみ情報センター～若者発！チャレンジできるまち～拠点整備計画 2,840

愛知県新城市 ふるさと情報館～若者発！多世代交流・起業促進～整備計画 9,748

愛知県大府市
駅下の空きスペースを活用したにぎわい創出プロジェクト

（(仮)大府市健やか観光ステーション整備計画）
32,148

愛知県田原市 渥美半島をもっと元気に！「日本一の農業×観光」拠点づくり事業 99,032

愛知県長久手市 長湫西保育園多世代交流サロン整備事業 4,612

愛知県蟹江町 観光交流センター「（仮称）須成祭ミュージアム」整備計画 78,488

愛知県東浦町 シルバー人材センター整備計画 5,262

愛知県美浜町 生涯活躍のまち「美浜ふくしモデル」ふれあいグランパパ・ママカフェ多世代交流拠点整備事業 1,662

愛知県豊根村 にぎわい拠点施設整備事業 35,576

三重県 水田農業の技術開発研究基盤を生かした知の集積による雇用の創出 52,933

三重県名張市 起業･創業拠点整備プロジェクト 42,816

三重県名張市 名張市市民活動活性化ゾーン形成計画 23,801

三重県熊野市 紀和地域振興総合拠点整備事業 57,799

三重県いなべ市 アウトドアライフ拠点整備事業 47,350

三重県東員町 子育て支援拠点整備計画 45,300

三重県大台町 奥伊勢発えごま健康ネットワークプロジェクト 1,492

三重県玉城町 「玄甲舎」を中心とした多世代交流・魅力創造拠点整備事業 70,745

三重県御浜町 　道の駅パーク七里御浜周辺エリア多目的交流施設整備プロジェクト 14,400

三重県紀宝町 世界遺産等を活用した海・山・川の観光地域マネージメント拠点整備事業 62,127

滋賀県 ビワイチサイクリングランド整備計画 150,000

滋賀県 生産基盤強化対策事業（キャトル・ステーション整備推進事業） 158,590

滋賀県 新「琵琶湖博物館」創造（琵琶湖・滋賀の魅力発信による観光交流拠点整備） 120,945

滋賀県 「近江の地酒」醸造技術強化推進事業 46,462

滋賀県 ＩＣＴを活用した高収益農業推進拠点整備事業 42,500

滋賀県近江八幡市 近江八幡0次予防シェアリングプラットホーム形成事業計画 77,085

滋賀県守山市 　　「本の森」新市立図書館と連携した「知の森」ナレッジ・フォレスト整備事業 54,500

滋賀県湖南市 地域の核となる観光・情報発信拠点整備事業(温泉ゆらら活性化プロジェクト事業) 60,000

滋賀県高島市 ビワイチ拠点施設整備計画（農業公園マキノピックランド） 16,954

滋賀県高島市 ビワイチ拠点施設整備計画（道の駅藤樹の里あどがわ） 4,856

滋賀県東近江市
　マーガレットステーション地域総合拠点化事業

～食と農と交流、官民連携による地域全体のブランド化～
65,500

滋賀県米原市 ビワイチ拠点整備計画（サイクリスト休憩拠点・トレッキング出発拠点） 6,831

滋賀県米原市 ビワイチ拠点整備計画（サイクリスト宿泊拠点） 53,245

滋賀県日野町 三方よし　近江日野まちなか観光交流拠点施設整備計画 27,250

滋賀県愛荘町 愛荘町生きがい・健康づくりの拠点整備事業 29,644

滋賀県甲良町 金屋地区における小さな拠点整備計画 14,750

滋賀県甲良町 長寺西地区における小さな拠点整備計画 26,750

京都府 けいはんなプラザ産業支援基盤整備計画 235,500

京都府 京都舞鶴港クルーズ船・国際フェリー乗船客等おもてなし施設整備計画 26,250

京都府 京都丹波高原エコツーリズム拠点施設整備計画 80,114

京都府 「海の京都」エコツーリズム拠点施設整備計画（丹後海と星の見える丘公園） 5,000

京都府 「丹後王国」食と文化・観光交流拠点整備計画 15,000

京都府 茶業研究所機能強化整備計画 34,300

京都府 森の伝統産業支援拠点整備計画 13,000

京都府 障害者スポーツ拠点機能強化整備計画 20,500

京都府福知山市 北近畿『知』の拠点プラットフォーム事業 32,500

京都府福知山市 まちかどキャンパス事業 9,750

京都府舞鶴市 舞鶴引揚記念館整備事業 135,766

京都府宮津市 多世代交流複合施設整備計画 99,824

京都府亀岡市 古民家利活用による移住定住促進施設整備 27,750
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交付予定額（千円）地方公共団体名 交付対象事業名

京都府亀岡市
森のステーション１（神前地区）

「（仮称）森のステーションファンタジーコテージ設置と周辺拠点整備」
20,432

京都府亀岡市 森のステーション3（川東地区）「七谷川野外活動センター さくらツリーハウスの整備」 29,864

京都府向日市 向日市女性活躍推進拠点整備計画 63,310

京都府南丹市 観光・交流施設と地域資源ネットワークによる交流人口拡大事業 43,180

京都府南丹市 観光・交流施設と地域資源ネットワークによる交流人口拡大事業 5,600

京都府南丹市 観光・交流施設と地域資源ネットワークによる交流人口拡大事業 10,080

京都府井手町 「青春×ロードバイク」映画による観光施設整備事業 9,500

京都府宇治田原町 やんたん未来プランにぎわいづくり施設整備事業 45,000

京都府笠置町 (仮称)かさぎ 紡ぎ の館整備事業 66,311

京都府笠置町 町営温泉リニューアルによる外貨獲得事業 38,500

京都府笠置町 空き家改修によるゲストハウス整備事業 17,100

京都府精華町 サブカルチャーを軸にした創作活動支援研究拠点整備事業 15,000

京都府京丹波町 メディア産業拠点整備計画 21,750

京都府京丹波町 メディア産業拠点整備計画 6,000

京都府伊根町 海の京都ＤＭＯ地域活性化推進計画 46,254

京都府与謝野町 与謝野フードシステム強化事業 57,000

大阪府 大阪産（もん）ブドウ研究拠点整備事業 75,128

大阪府池田市 廃校舎を活用した「子ども・若者・地域支援クラスター」の整備 60,000

大阪府八尾市 近畿大学との連携による高齢化進展地域世代交流活性化事業（旧市営住宅４・５号館） 19,375

大阪府八尾市 近畿大学との連携による高齢化進展地域世代交流活性化事業（旧市営住宅７・８号館） 12,580

大阪府河内長野市 健康拠点創生事業 56,605

大阪府大東市 深野北小学校跡地活用のための整備計画 87,759

大阪府羽曳野市 古墳と最古の官道に彩られた地方創生ハブ拠点整備計画 57,250

大阪府大阪狭山市 大阪狭山市（狭山池　池の駅）拠点整備事業 29,360

大阪府太子町 道の駅　近つ飛鳥の里・太子　物販エリア拡充事業 5,709

大阪府河南町 トカイナカナン（都会×田舎＝河南町）定住促進拠点整備プロジェクト 30,000

兵庫県 但馬牛血統保護（防疫体制強化）及び生産力強化施設整備事業【畜産技術センター】 209,279

兵庫県 但馬牛血統保護（防疫体制強化）及び生産力強化施設整備事業【北部農業技術センター】 105,720

兵庫県 世界に誇る「TAJIMA BEEF・KOBE BEEF」情報発信拠点整備事業 95,000

兵庫県 放射光を活用した次世代材料開発の社会実装拠点整備事業 150,000

兵庫県 六甲地域の活性化にかかる山上にぎわい拠点施設整備事業 100,000

兵庫県 次世代ものづくり拠点・３Ｄものづくりセンター整備事業 83,550

兵庫県 次世代ものづくり拠点・炭素繊維・複合材料評価研究センター整備事業 30,000

兵庫県 次世代ものづくり拠点・高機能革開発・皮革未利用資源研究センター整備事業 21,500

兵庫県 次世代ものづくり拠点・高機能レーザー３次元加工センター整備事業 40,000

兵庫県 次世代ものづくり拠点・神戸地域最先端金属加工技術人材育成センター整備事業 35,000

兵庫県 次世代ものづくり拠点・但馬地域最先端金属加工技術人材育成センター整備事業 35,000

兵庫県神戸市 アスタ新長田「オールインワンオフィス」整備事業 11,275

兵庫県姫路市 姫路市伊勢自然の里・環境学習センターの整備 7,500

兵庫県相生市 相生駅前総合情報発信施設整備計画 25,000

兵庫県加古川市 一億総活躍社会の実現と女性活躍のための子育て支援拠点整備事業 36,990

兵庫県三木市 「新たな三木ブランドづくり」への挑戦 50,000

兵庫県高砂市 江戸時代の発明家「工楽松右衛門」の旧宅保存整備事業 75,875

兵庫県三田市 三田駅前ペデストリアンデッキ賑わい拠点化整備事業 11,360

兵庫県篠山市 神戸大学・篠山市農村イノベーションラボ利活用促進事業 15,000

兵庫県篠山市 神戸大学・篠山市農村イノベーションラボ利活用促進事業 7,500

兵庫県篠山市 神戸大学・篠山市農村イノベーションラボ利活用促進事業 7,500

兵庫県篠山市 神戸大学・篠山市農村イノベーションラボ利活用促進事業 5,000

兵庫県養父市 養父市子育て・移住サポートセンター整備事業 20,306

兵庫県養父市
養父市ヘルスダイヤモンドプロジェクト

～食と健康をテーマにしたシルバー世代の就労拠点づくり事業～
7,500

兵庫県南あわじ市 陸の港西淡を拠点とした観光振興・地域活性化事業 47,750
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交付予定額（千円）地方公共団体名 交付対象事業名

兵庫県朝来市 ダム風がいざなう人集い・輝き・育つ異空間 ロックフィルテラス整備事業 90,000

兵庫県宍粟市 森林王国宍粟の稼げる観光拠点づくり 45,215

兵庫県たつの市 （仮称）大正ロマン館整備事業計画 22,500

兵庫県福崎町 もちむぎの恵みで地域農業ジャンプアップ！６次産業化加工所整備事業 22,880

兵庫県神河町 リラクシング・プレイス（センターハウス）整備計画 165,017

兵庫県佐用町 南光自然観察村整備による自然体験・観光地域づくりとまちの魅力ブラッシュアップ事業 9,000

兵庫県香美町 “但馬牛の原産地”但馬ビーフ提供拠点施設拡充事業 60,000

兵庫県新温泉町 新規参入者但馬牛研修センター整備事業 47,628

奈良県 （仮称）奈良県国際芸術家村整備事業 595,523

奈良県 ＮＡＦＩＣを核とした奈良の食の魅力創造拠点整備事業 279,794

奈良県葛城市 道の駅ふたかみパーク當麻の機能向上による観光消費促進事業 27,664

奈良県三郷町 農業振興による雇用創出事業 7,500

奈良県曽爾村 農産物加工施設整備事業 6,100

奈良県曽爾村 漆復興拠点施設の整備 21,780

奈良県上牧町 女性が社会で活躍しながら子育てできるまち推進計画　～女性×テレワーク×英語教育～ 7,440

奈良県王寺町 王寺町雇用・子育て支援センター整備事業 35,000

奈良県広陵町 広陵ローカルイノベーション事業計画 21,000

奈良県大淀町 農商工イノベーション事業（道の駅強化事業） 35,000

奈良県下市町 下市の拠点整備事業 33,850

奈良県黒滝村 小さな拠点整備事業 89,300

奈良県野迫川村 空き校舎を活用した拠点施設の整備事業 30,000

奈良県下北山村 下北山村林産加工施設整備計画 25,000

奈良県東吉野村 東吉野村小さな道の駅拠点整備計画 21,758

和歌山県 和歌山発ものづくりイノベーション拠点整備 83,157

和歌山県 和歌山県データ利活用推進センター（仮称）整備 18,062

和歌山県 龍神地鶏を用いた新たなブランド地鶏の商用開発・生産振興等拠点整備 9,163

和歌山県和歌山市 青少年国際交流施設整備事業 205,487

和歌山県岩出市 いわでもよいよい推進事業「ねごろ歴史の丘」観光拠点整備 112,500

和歌山県かつらぎ町 「万葉の里」観光拠点整備事業 33,161

和歌山県高野町 高野町DMCを核とした観光まちづくり拠点整備プロジェクト 58,390

和歌山県湯浅町 湯浅町「輝く魅力発信！」特産物流通物販センター整備計画 60,000

和歌山県広川町 広川町立ふれあい館改造事業 40,000

和歌山県広川町 滝原温泉ほたるの湯改装事業 20,000

和歌山県有田川町 旧田殿保育園施設リノベーション整備事業 8,100

和歌山県美浜町 漁師レストラン整備計画 9,500

和歌山県美浜町 アメリカ村ゲストハウス整備計画 5,000

和歌山県みなべ町 住民交流による地域活性化拠点整備事業 19,521

和歌山県日高川町 美山ふるさと産品加工所整備事業 19,494

和歌山県白浜町 地方への人の流れを推進するための「白浜町ＩＴビジネスオフィス」整備事業 95,200

和歌山県すさみ町 すさみ町多世代交流施設整備計画 60,000

和歌山県那智勝浦町 にぎわい拠点施設整備計画 60,000

和歌山県串本町 地域資源を生かすアウトドア拠点整備事業　～つれもて来てよ！本州最南端串本へ～ 11,585

鳥取県 鳥取砂丘コナン空港交流創出整備事業 450,000

鳥取県 畜産試験場施設整備事業 168,940

鳥取県 公共育成牧場機能強化整備事業 194,604

鳥取県 鳥取県栽培漁業センター施設増強事業 208,906

鳥取県 オープンラボ機能強化（木材・建築業界等）による実用技術の協働開発拠点化 81,700

鳥取県米子市 山陰のド真ん中！皆生温泉圏域観光拠点整備事業 55,250

鳥取県岩美町 ユニバーサルデザインしごと・交流センター（仮称）整備計画 72,829

鳥取県八頭町 イノベーター創造地域創出事業 67,000

鳥取県湯梨浜町 松崎駅前多世代地域交流拠点施設整備計画 22,580

鳥取県湯梨浜町 松崎駅前総合相談センター・お試し住宅整備計画 27,714

鳥取県大山町 「新複合店舗」建設による大山参道にぎわいの復活 115,748
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交付予定額（千円）地方公共団体名 交付対象事業名

鳥取県南部町 生涯活躍のまち賀野地区サテライト拠点施設整備事業 35,950

鳥取県日野町 金持神社の集客力を活かした遊休商業施設再生プロジェクト 59,940

島根県 「えん」（縁・円・宴）でつながる石見地域魅力向上加速化プロジェクト 312,275

島根県松江市 水陸両用機を核にした中海振興プロジェクト 149,145

島根県雲南市 官民協働による若い世代の定着・回帰（Ｕターン）促進事業 74,535

島根県飯南町 小さな拠点「はない茶屋」の拠点整備と若者創業者支援計画（農産物加工施設） 16,172

島根県飯南町 小さな拠点「はない茶屋」の拠点整備と若者創業者支援計画（飯南町酒づくり交流館） 22,200

島根県川本町 「学び」の交流拠点整備事業計画 22,500

岡山県 ものが生まれ、ひとが育つ拠点整備プロジェクト 230,988

岡山県 おかやま旧日銀ホール「ルネスホール」文化芸術創造拠点整備事業 13,847

岡山県 天神山文化プラザホール機能強化整備事業 29,909

岡山県 ものづくり産業の「強み」を伸ばす拠点整備プロジェクト 30,673

岡山県 企業的経営体を目指したＩＣＴ対応牛舎整備プロジェクト 28,384

岡山県倉敷市 お茶文化が根付くみなとまち「玉島」のランドマーク整備計画 74,970

岡山県倉敷市 瀬戸内屈指の景勝地「児島・鷲羽山」のランドマーク整備計画 18,750

岡山県津山市 地域人材育成拠点整備事業（つやま人材大学校の創設） 14,500

岡山県津山市 アート＆デザイン賑わい拠点整備事業 45,000

岡山県笠岡市 井戸会館再生事業 12,790

岡山県笠岡市 旧飛島小学校整備計画 22,777

岡山県井原市 星の郷アクティブヴィラ（ペンションコメット）機能拡張事業 45,000

岡山県井原市 いばらぐらし体験住宅整備事業 8,275

岡山県瀬戸内市 地方創生・瀬戸内Re.イノベーションハウス整備事業 57,311

岡山県赤磐市 吉井竜天グランピングサイト等整備事業 37,500

岡山県真庭市 廃校を活用した６次産業化拠点施設整備事業 14,890

岡山県浅口市 ここから宇宙をねらい撃ち！天文のまち拠点整備計画 98,550

岡山県和気町 和気鵜飼谷温泉　音楽ルーム整備計画 6,508

岡山県矢掛町 水車の里体験型観光推進事業 54,540

岡山県新庄村 道の駅「メルヘンの里新庄」機能強化事業 91,050

岡山県奈義町 「小商いマーケットプレイス」整備事業 77,392

岡山県西粟倉村
ローカルベンチャーの活躍を支える　ローカルベンチャー

“ＫＩＤＳ　ＧＡＲＤＥＮ　ＬＡＢＯ”整備事業
140,000

岡山県西粟倉村 ローカルベンチャーの活躍を支える　ローカルベンチャー　インキュベーション施設整備事業 27,307

広島県 東部工業技術センター　製品開発拠点整備事業 9,000

広島県呉市 「県民の浜」ブラッシュアップ事業 50,000

広島県呉市 「恵みの丘蒲刈」ブラッシュアップ事業 9,000

広島県竹原市  たけはら「食による観光まちづくり・郷土産業振興館」整備事業 96,000

広島県三原市 地域商業活性化・地方創生人材育成に向けた地域密着型情報発信拠点整備事業 15,208

広島県三原市 タコの冷凍保管施設「プレハブ式冷凍倉庫」整備事業 2,484

広島県福山市 （仮称）水呑交流館整備事業 129,680

広島県三次市 江の川カヌー公園さくぎ入浴施設整備計画 55,500

広島県庄原市 庄原さとやま体験拠点施設整備事業 19,450

広島県熊野町 定住促進拠点施設整備計画 46,000

広島県坂町 子育て支援の推進による地域活性化計画 182,500

広島県北広島町 北広島町スポーツ・レジャー拠点施設整備事業 55,360

山口県 政府機関移転に伴う山口県型共同研究開発・教育プラットフォーム整備事業 272,641

山口県 明治１５０年シンボルロード整備事業 129,280

山口県 温泉街親水空間整備事業 30,000

山口県 維新百年記念陸上競技場改築事業 29,700

山口県 移住就農促進拠点整備事業 60,000

山口県山口市 農山村における交流拠点形成事業 54,500

山口県萩市 定置網復活！雇用の創出と地域の拠点づくりプロジェクト 59,739

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 42,500

徳島県 アグリサイエンスゾーン拠点整備事業 138,130
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徳島県 肉用鶏・肉用牛生産を核とした地方創生のための拠点施設整備事業 163,588

徳島県 林業の成長産業化の実現に向けた未来創造拠点整備事業 139,449

徳島県 文化の森総合公園ＬＥＤ・デジタルアートミュージアム整備事業 228,500

徳島県 産学官連携による漁業振興拠点整備事業 99,500

徳島県 海藻養殖を核とした地方創生のための拠点施設整備事業 5,966

徳島県 大鳴門橋架橋記念館ＬＥＤ・デジタルアートミュージアム整備事業 87,550

徳島県 とくしま高機能素材活用支援施設整備事業 99,000

徳島県鳴門市 鳴門市「四国のゲートウェイ（関所）化」推進事業（駅前鳴門発信拠点施設） 40,000

徳島県阿南市 あなんスマート・ワーク創造拠点オフィス整備計画 24,629

徳島県美馬市 「穴吹川～剣山」滞在型インバウンド推進事業 47,500

徳島県三好市 まちかどインキュベーションセンター（仮称）整備計画 73,909

徳島県三好市 移住者向けお試し住宅整備計画 19,043

徳島県佐那河内村 食業工房さなごうち整備計画　～暮らしとしごとの交差点～ 49,000

徳島県那賀町 那賀町ドローン拠点施設整備事業 10,450

徳島県美波町 多世代交流・多機能ワンストップ拠点施設整備事業 30,439

徳島県美波町 道の駅日和佐機能向上事業計画 11,250

徳島県美波町 木岐聖ヶ丘農林漁業体験施設増築事業計画 5,750

徳島県上板町 熱中小学校拠点整備プロジェクト 60,000

香川県 オリーブ関連研究施設整備事業 114,500

香川県丸亀市 地域活性化と交流促進の拠点施設整備事業 91,750

香川県さぬき市 滞在型観光推進のための拠点施設整備事業 68,600

香川県三豊市 「みとよ未来創造館」を核とした多世代交流事業 49,970

香川県土庄町 土庄町交流拠点施設整備計画 47,350

香川県琴平町 呑象楼改修事業 15,000

香川県琴平町 「琴平町立ふれあい交流館」整備事業 32,500

香川県まんのう町 （仮称）まんのう町ものづくりセンター（愛称　ろくさん会館）整備計画 85,285

愛媛県 果樹研究センターにおける新技術開発機能の強靭化事業 193,213

愛媛県 産業技術研究所「高機能素材研究実験棟」開設事業 29,142

愛媛県 果樹研究センターみかん研究所における新技術開発機能の強靭化事業 48,120

愛媛県 林業研究センター拠点機能強化事業 82,640

愛媛県松山市 新たな温泉施設と連携した温泉文化発信プロジェクト 33,900

愛媛県今治市 瀬戸内しまなみ海道沿線（大三島）における滞在・交流拠点整備事業 58,574

愛媛県八幡浜市 八幡浜市移住体験住宅整備事業 6,718

愛媛県新居浜市 四国初！移住促進拠点施設としての国家公務員宿舎活用計画 60,000

愛媛県西条市 石鎚山系情報発信等拠点化に向けた石鎚山ハイウェイオアシス施設整備計画 80,500

愛媛県大洲市 大洲市交流促進センター「鹿野川荘」改修工事 65,752

愛媛県西予市 行って良し・住んで良し・せいよし移住・定住・安住プロジェクト 6,241

愛媛県西予市 四国西予ジオパーク・ビジターセンターを中心とした観光客の周遊プロジェクト 2,750

愛媛県西予市 　歴史的町並みを活かした観光まちづくり拠点整備プロジェクト 4,791

愛媛県西予市 働く女性を支援する子育て応援環境整備プロジェクト 37,014

愛媛県西予市 子育てするなら「せいよ」しろかわ森の保育園プロジェクト 46,644

愛媛県東温市 温泉のあるコミュニティ施設を核とした地域経済活性化拠点の創設 42,231

愛媛県東温市 アート・ヴィレッジ「とうおん」創生拠点施設整備事業 40,000

愛媛県伊方町 三崎種苗生産施設改修事業 61,000

高知県
外国人観光客の誘客及び本県の情報発信等拠点整備を通じた

地方創生の推進(国際観光情報発信等拠点）
215,675

高知県 土佐ジロー種卵供給体制強化プロジェクト（高知県畜産試験場） 84,942

高知県 高知県の林業を支える人材確保・育成のための林業学校の整備（大型実習棟の整備） 80,001

高知県 外商強化に向けた食品加工の高度化施設整備計画 8,474

高知県 県内製造業の品質管理体制強化を目的とする高度分析室整備計画 16,517

高知県須崎市 須崎市海洋スポーツパーク整備事業 85,000

15



交付予定額（千円）地方公共団体名 交付対象事業名

高知県四万十市 四万十川流域観光拠点施設整備事業（四万十市ふれあいの館「星羅四万十」） 22,599

高知県四万十市 四万十川流域観光拠点施設整備事業（四万十カヌーとキャンプの里かわらっこ） 17,440

高知県奈半利町 地域資源を活用した拠点づくり事業 25,000

高知県本山町 アウトドアの里拠点施設整備事業 43,460

高知県土佐町 さめうら湖周辺整備計画 69,950

高知県大川村 大川村移住・定住促進計画 36,700

高知県佐川町 斗賀野地区集落活動センター整備事業 64,897

高知県越知町 奇跡の清流“仁淀川”発着の滞在・体験型観光拠点施設整備事業（出発点：宮の前公園） 53,820

高知県越知町 奇跡の清流“仁淀川”発着の滞在・体験型観光拠点施設整備事業（終着点：日ノ瀬清流公園） 99,765

高知県梼原町 小さな拠点 集落活動センター推進事業（地域交流滞在拠点施設改修事業） 42,234

高知県日高村 日高村交流拠点整備事業　～　あなたの居場所　～ 9,644

高知県日高村 着地型観光宿泊施設整備事業 31,350

高知県日高村 観光物販施設村の駅ひだか施設整備事業 6,000

高知県黒潮町 複合福祉施設整備計画 14,173

福岡県 高分子材料開発ラボの総合的整備による高付加価値ゴム・プラスチック製品開発支援 151,989

福岡県 ＣＡＥ支援ラボの拡充整備によるものづくり中小企業の技術高度化支援 99,746

福岡県 消費者ニーズに応じた水産加工品開発のためのオープンラボ高機能化計画 5,878

福岡県 気候変動に対応した高品質な「福岡有明ノリ」の生産技術の拠点化計画 4,844

福岡県
育成装置「かぐや」を利用したアサリ稚貝の増殖、豊前海の特色を活かした

水産加工品の開発拠点化計画
6,068

福岡県
持続可能な水産業のための「エツ」稚魚生産高度化技術の開発、

特産魚の加工品の開発拠点化計画
16,558

福岡県 農業における障害者雇用促進のための農業大学校施設整備計画 40,492

福岡県 気候変動下におけるＩｏＴ、ＡＩ技術等による農産物の高品質・高付加価値技術の開発拠点化計画 70,072

福岡県 ＩｏＴ、ＡＩ技術を活用した先進的な施設園芸栽培技術の開発拠点化計画 6,178

福岡県
地域の伝統産業と先端技術との有機的な連携による中山間地域の立地条件を活かした

農業技術の開発拠点化計画
37,295

福岡県
大規模国際大会を契機としたスポーツの振興及び地域活性化のための

県立総合射撃場機能強化事業
49,345

福岡県
大規模国際大会を契機としたスポーツの振興及び地域活性化のための

県立スポーツ科学情報センター機能強化事業
91,820

福岡県北九州市 小倉城周辺魅力向上計画 139,000

福岡県北九州市 旧安川邸利活用事業 165,000

福岡県福岡市 博多エリア・インバウンド回遊拠点整備事業（福岡アジア美術館） 22,194

福岡県久留米市 久留米市田主丸ふるさと会館リノベーションプロジェクト 54,998

福岡県直方市 ＡＤＯＸ福岡本館ＥＭＣサイト整備計画 19,250

福岡県飯塚市 庁舎を活用した筑穂地域コミュニティ拠点づくり事業 38,677

福岡県田川市 ジビエ（狩猟肉）食品加工施設整備事業 15,843

福岡県田川市 高度実践型未来農業者輩出事業 46,072

福岡県柳川市 柳川観光第２のエンジン創出事業『チャレンジ・キャンパス柳川』 99,250

福岡県八女市 矢部地区山村滞在施設整備計画 74,990

福岡県八女市 福岡の森　八女の木　プロジェクト 8,624

福岡県筑後市 恋のくに ひろがりづくり拠点整備 30,808

福岡県行橋市 椿市地域交流センター整備計画 74,125

福岡県中間市 なかまチャレンジショップ整備計画 49,250

福岡県小郡市 歴史資源（古民家）を活用した地域づくり事業 20,000

福岡県春日市 岡本コミュニティ供用施設整備事業費 4,876

福岡県福津市 地域観光拠点を軸とした「農水産業×観光」地域活性強化プロジェクト 69,200

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」拠点整備事業
28,000

福岡県うきは市 山村空間を活かした体感型観光拠点整備事業 22,100

福岡県うきは市 観光による生産性を高めるための「うきはツーリズム・ステーション」整備事業 14,400

福岡県うきは市 文化的建築物の活用による新たなビジネスの創出事業（鏡田屋敷） 6,296
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福岡県うきは市 文化的建築物の活用による新たなビジネスの創出事業（居蔵の館） 6,296

福岡県嘉麻市 廃校を活用した観光拠点施設整備プロジェクト 60,000

福岡県朝倉市 新規就農支援研修施設整備事業 16,500

福岡県那珂川町 まちづくり×ローカルベンチャ―創造プロジェクト 57,559

福岡県水巻町 みずまきでかにんにく加工施設整備事業 26,859

福岡県水巻町 水巻町周遊拠点整備計画 31,735

福岡県遠賀町 遠賀菜の花プロジェクト拠点整備事業計画 18,900

福岡県遠賀町 法人誘致による地域福祉の向上と雇用の創出計画 18,601

福岡県桂川町 地域資源を活用した着地型観光コンテンツ創出「けいせんアグリテインメント」プロジェクト 60,000

福岡県筑前町 美味っと筑前弁当工房新築施設整備計画 99,950

福岡県東峰村 東峰村ゲストハウス拠点整備計画 41,000

福岡県東峰村 東峰村イッピンプロジェクト 30,000

福岡県大木町 大木町地域創業・交流支援センター建設計画 40,000

福岡県大木町 大莞校区活性化に繋げるコミュニティ＆ワーキング施設整備事業 20,000

福岡県吉富町 「女子集客のまち」駅前拠点施設整備計画 30,000

佐賀県
行政空間の集客（収益）施設化事業

～佐賀県庁・佐賀城公園の賑わい・商い空間化事業～ 計画
202,500

佐賀県 観光・地域活動拠点の整備による重伝建地区「肥前浜宿」の観光動線「面」化推進事業 65,000

佐賀県 伊万里港へのポートセールス拠点整備による物流活性化→地域活性化事業 18,000

佐賀県
絶好のロケーションを活かした公営キャンプ場のリニューアル・リブランディング

～稼げるキャンプ場を目指して～
97,854

佐賀県 クリエイティブプラットフォーム交流・発信拠点整備計画 60,555

佐賀県 クリエイティブプラットフォーム活動拠点整備計画 15,001

佐賀県 さが就農・ICT農業開発拠点（みどり地区）整備事業計画 71,449

佐賀県
ICT等の利用による次世代さが農業実現のための整備事業

（農業試験研究センター・農業大学校）
72,359

佐賀県 ICT等の利用による次世代さが農業実現のための整備事業（果樹試験場） 29,825

佐賀県佐賀市 藻類マテリアル利活用に関する研究開発拠点整備計画 25,000

佐賀県唐津市 唐津市コスメ原料加工センター整備計画 59,913

佐賀県伊万里市 波多津町「小さな拠点」づくり基幹拠点整備事業 97,505

佐賀県神埼市 王仁博士顕彰公園施設整備事業 49,147

佐賀県基山町 多世代交流拠点整備プロジェクト 98,486

長崎県
日本一のクロマグロ・トラフグ養殖の生産力強化・輸出拡大計画

～完全養殖・最高級品種の安定生産技術開発～
282,337

長崎県
幻の高級魚"クエ"を水産県ながさきが誇る次世代ブランド化推進計画

～高付加価値魚種の量産体制の確立～
157,516

長崎県
海外販路拡大に向けた遠隔輸送対応いちごの造成及び全国初の次世代園芸施設を活用した

高糖度トマトの安定供給技術の確立計画
55,537

長崎県 贈答用高級中晩柑ブランドの造成・普及によるみかん産地の構造改革・販路拡大計画 28,293

長崎県
「日本一の長崎和牛」確立に向けた生産力増強と品質向上計画
～エリート種雄牛による高品質凍結精子の安定供給体制確立～

8,616

長崎県 クルーズ乗客・乗員を対象にした県産品販売拡大拠点施設整備計画 5,000

長崎県壱岐市 二次交通整備による交流人口拡大計画 37,500

長崎県壱岐市 ICTを活用した「しま」創生計画（テレワーク施設） 12,500

長崎県壱岐市 ICTを活用した「しま」創生計画（テレワーク施設島外利用者向け短期滞在型住宅） 17,500

長崎県五島市 古民家を活用した観光交流拠点施設整備プロジェクト 51,198

長崎県南島原市 アートビレッジ・シラキノ拠点整備事業 25,000

長崎県時津町 時津町民総活躍プロジェクト「時津町東部コミュニティセンター」拠点整備事業計画 11,492

熊本県 産業技術拠点高度化プロジェクト 212,410

熊本県 県産材利用促進のための研究開発・技術支援の拠点強化プロジェクト 130,423

熊本県 攻めの中山間地域のための新たな茶業モデル拠点形成プロジェクト 122,166

熊本県 農業・農村活性化のための担い手育成・交流拠点整備プロジェクト 327,645

熊本県 「旅客ターミナル」を核とするみなと活性化プロジェクト 80,000
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熊本県 クロマグロ養殖研究機能の強化プロジェクト 43,036

熊本県 次世代型平坦地域農業ローカルイノベーション拠点形成プロジェクト 29,651

熊本県 中山間地域における果樹農業の好循環拠点形成プロジェクト 42,386

熊本県 阿蘇の景観維持のための高原農業モデル拠点形成プロジェクト 41,169

熊本県熊本市 熊本市西部地域産業振興・まちづくり拠点整備事業 60,000

熊本県八代市 コミュニティビジネスによるしごと創生・地域活性化プロジェクト 26,000

熊本県人吉市 相良歴史回廊エントランスセンター整備計画 23,400

熊本県人吉市 人吉市「小さな拠点」整備事業～一人ひとりが生き生きと輝くまちを目指して～ 10,667

熊本県水俣市 人・食・暮らしをつなぐ地域いきいきプロジェクト 25,250

熊本県玉名市 （仮称）天水市民センター建設事業 60,000

熊本県山鹿市 菊鹿ワイナリーにおける６次産業化商品販売等施設建設事業 90,000

熊本県菊池市 きくち田舎暮らし移住・定住推進計画（学校跡地活用事業） 10,000

熊本県菊池市 きくち田舎暮らし移住・定住推進計画（お試し住宅整備事業） 5,000

熊本県菊池市 泗水地区賑わい創出プロジェクト 45,000

熊本県宇土市 温泉利用プログラムによる「元気」創造プロジェクト 8,450

熊本県宇城市 コミュニティビジネス創出拠点整備事業 49,000

熊本県合志市 食と農の発信交流拠点整備計画 20,000

熊本県合志市 文化を核とした観光交流拠点整備計画 14,000

熊本県玉東町 木葉駅前賑わい創出プロジェクト 23,000

熊本県南関町 南関町農産物利活用プロジェクト 49,799

熊本県長洲町 金魚のまち「ながす」魅力向上プロジェクト 34,750

熊本県和水町 廃校を活用した交流促進プロジェクト 12,500

熊本県和水町 道の駅「アウトドア」交流拠点整備事業 6,850

熊本県南小国町 南小国町総合物産館きよらカァサ改築工事 26,250

熊本県西原村 「日本一元気な西原村」再生促進プロジェクト 49,900

熊本県南阿蘇村 白川水源周辺環境整備事業 33,750

熊本県御船町 吉無田高原観光振興プロジェクト 49,970

熊本県嘉島町 嘉島町産業活性化・雇用創造プロジェクト 60,000

熊本県益城町 益城町創生“ウーマンドリーム”拠点強化事業 35,769

熊本県氷川町 豊かな農産物を核とした農業振興と魅力ある雇用創出プロジェクト 36,221

熊本県津奈木町 未来に向けてあたらしいつなぎまちブランディング事業 41,231

熊本県多良木町 久米公民館産業創出プロジェクト 28,000

熊本県多良木町 黒肥地公民館ヘリテージツーリズムプロジェクト 17,450

熊本県湯前町 湯前駅周辺施設再整備計画 23,100

熊本県湯前町 湯前町農産物加工施設活性化計画 12,500

熊本県水上村 水上村岩野地域定住促進拠点整備プロジェクト 20,540

熊本県相良村 相性が良くなる村　にぎわい創出事業 26,900

熊本県五木村 五木源（ごきげん）生活プロジェクト事業 33,000

熊本県山江村 合戦峰地区物産販売所整備事業（日本遺産ブランド確立連携事業） 21,650

熊本県球磨村 一勝地交流センター整備計画 20,000

熊本県球磨村 一勝地地区賑わい創出計画 11,000

熊本県球磨村 渡地区小さな拠点整備計画 10,000

熊本県あさぎり町 高校生と地域の力が連携して企画する幸福カフェ展開事業 38,800

大分県 先端技術イノベーション拠点整備計画 348,000

大分県 クリエイティブ産業創出拠点整備計画 479,794

大分県別府市
伝統的工芸品とインバウンドの連結拠点としての
「べっぷ竹の駅(Beppu Bamboo Base)」整備プラン

32,942

大分県豊後高田市 昭和の町拠点施設利用促進事業計画(昭和ロマン蔵) 3,858

大分県豊後高田市 長崎鼻パーフェクトビーチ施設整備計画 23,720

大分県杵築市 「生涯生産者のまちづくり」を支える小さな拠点形成に資する向野地区施設整備計画 55,690

大分県宇佐市 おためし移住体験施設を活用した子育て世帯移住促進プロジェクト 12,432

大分県由布市 旧大津留小学校を核とした小さな地域拠点施設整備事業 24,150

大分県国東市 多様な企業誘致促進拠点整備事業 51,080
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大分県姫島村 サテライトオフィス等整備推進計画 25,648

大分県日出町 空き工場拠点整備事業 46,543

大分県玖珠町 豊後森機関庫周辺整備事業 31,726

宮崎県 ローカルイノベーション促進施設整備事業 171,000

宮崎県 食品加工研修ラボ整備事業 17,706

宮崎県 みやざき地頭鶏種鶏増殖施設整備事業 58,670

宮崎県延岡市 東九州バスク化構想「食」の拠点整備事業 82,957

宮崎県日向市 日向市観光交流拠点施設整備事業 15,093

宮崎県えびの市 「アウトドアシティえびの」の実現に向けた拠点施設整備計画 14,800

宮崎県綾町 綾ユネスコ エコパーク「知の拠点」（ユネスコ エコパーク センター）整備計画 56,039

宮崎県諸塚村 諸塚村地域DMO施設「しいたけの館２１」拠点整備事業 40,567

宮崎県椎葉村 未来へ繋ぐ地域づくりモデル計画 39,306

宮崎県美郷町 美郷町移住・定住促進施設整備計画 29,730

鹿児島県 「鹿児島と世界をつなぐ」国際クルーズ受入観光拠点施設整備による地域活性化計画 387,500

鹿児島県 花き新品種・新技術開発によるかごしまブランド産地育成計画 204,287

鹿児島県 スポーツ合宿を通じた交流促進等による地域活性化計画 121,600

鹿児島県鹿屋市 体験型スローツーリズム拠点整備事業（菅原小学校跡地利活用に係る施設整備事業） 18,129

鹿児島県垂水市 道の駅展開エリア内における海洋スポーツを活用した交流人口創出施設整備計画 58,928

鹿児島県曽於市 曽於市の魅力増進プロジェクト施設整備事業 40,000

鹿児島県奄美市 歴史回廊のまち笠利観光プロジェクト（観光拠点施設整備事業） 31,000

鹿児島県三島村 三島村焼酎蔵プロジェクト 60,000

鹿児島県十島村 十島村悪石島多世代交流・地域連携施設整備計画 30,100

鹿児島県十島村 十島村小宝島多世代交流・地域連携施設整備計画 28,100

鹿児島県徳之島町 ヘルシーブランド確立拠点整備計画 26,814

鹿児島県知名町 おきのえらぶ島産業クラスター創出拠点整備事業 32,600
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