
 
報道資料 

 
平成１７年 ５月２０日 
内閣府 構造改革特区担当室 

地域再生事業推進室 
 
 

構造改革特別区域計画（第８回認定）及び地域再生法に基づく 
地域再生計画の申請受付の結果について 

 
 
 

 ５月９日(月)から５月１８日（水）までの期間において、構造改革特別区域計画（第
８回認定）及び地域再生法に基づく地域再生計画の申請を受け付けました。期間中の認

定申請受付の結果は次のとおりです。 

 

① 構造改革特別区域計画申請数          ： ６１件 

（うち、新規特区計画の申請数               ： ５１件 

特例の追加を含む認定特区計画の変更申請数          ： １０件 ） 

 

② 地域再生計画申請数                   ：４５４件 

 

③ ①と②の合計の申請数                ：５１５件 

 

（詳細は別紙のとおり） 

 ・別紙１：構造改革特別区域計画申請状況一覧 

 ・別紙２：地域再生計画申請状況一覧 

・別紙３：都道府県別申請状況 

 
【本件についてのお問合せ先】 

              内閣府構造改革特区担当室 地域再生事業推進室 
              福嶋、高山（03-5521-6610、6638） 



別紙１

番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
特区の名称 変更申請

1 北海道 芦別市 芦別市サテライト型居住施設特区

2 北海道 古平町 古平町ボランティア輸送特区

3 北海道 長沼町 長沼町グリーン・ツーリズム特区 ○

4 北海道 清水町 文化と人が響き合う清水町教育特区

5 青森県 青森県 環境・エネルギー産業創造特区 ○

6 青森県 三沢市 三沢市英語教育推進特区

7 岩手県 雫石町 しずくいし子育て支援・幼稚園早期入園特区

8 宮城県 宮城県 みやぎ中心市街地活性化古川にぎわい特区

9 宮城県 志津川町 南三陸型グリーン・ツーリズム特区

10 山形県 最上町 最上の宝を活かした100万交流のまちづくり特区

11 福島県 いわき市
いわき地域の産業を支える情報化リーダー育成特
区

12 福島県 川内村 川内村教育特区

13 茨城県 茨城県 水戸黄門さんまちおこし特区

14 茨城県 東海村 東海村福祉有償運送セダン型車両特区

15 栃木県 宇都宮市 宇都宮キャリア人材育成特区

16 栃木県 塩谷町 塩谷町教育特区

17 群馬県 群馬県 群馬県福祉有償運送セダン型車両特区

18 群馬県 片品村 尾瀬の郷・片品村どぶろく特区

構造改革特別区域計画申請状況一覧



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
特区の名称 変更申請

19 埼玉県 深谷市 渋沢記念深谷人づくり特区

20 東京都 港区 国際人育成を目指す教育特区

21 東京都 大田区 大田区福祉有償運送特区

22 東京都 杉並区 杉並区福祉有償運送特区

23 東京都 小金井市 みんなに優しく、ともに支えあうまち移送特区

24 神奈川県 神奈川県 かながわバイオ医療産業特区

25 石川県 加賀市、山中町 認知症高齢者グループホーム短期利用事業特区

26 石川県 羽咋市 はくい幼児教育特区

27 石川県 羽咋市 羽咋のご利益ー御神酒（濁酒）特区

28 山梨県 都留市 つるアグリビジネス推進特区 ○

29 長野県 上田市 上田市コミュニティー教育・交流特区

30 長野県 坂井村 さかい有害鳥獣被害防止特区

31 岐阜県 大垣市
大垣市認知症高齢者グループホームの短期利用
事業特区

32 愛知県 愛知県 自動車環境戦略推進特区

33 愛知県 愛知県 愛知福祉輸送セダン特区

34 三重県 津市、河芸町 複合型産業集積特区 ○

35 滋賀県 守山市 守山市きめ細かな指導の教育特区

36 大阪府 堺市 さかい新時代ものづくり特区

37 大阪府 富田林市 「学びのまち富田林」特区

38 奈良県 奈良県、王寺町 王寺・水と緑のやわらぎ共生特区



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
特区の名称 変更申請

39 奈良県 奈良県、葛城市 葛城アグリチャレンジ特区

40 奈良県 奈良県、御所市 御所農地活用・新規就農支援特区

41 和歌山県
和歌山県、和歌山市、
田辺市、みなべ町、すさ
み町、古座川町

小規模・地域密着型グループホーム整備特区

42 鳥取県 鳥取県 「イノシシわな猟免許取得促進」特区

43 鳥取県 鳥取市 鳥取砂丘観光特区

44 鳥取県 智頭町 はぐくみ給食再生特区

45 島根県 島根県 らくらく取得「しまね網・わな猟免許」特区

46 広島県 呉市 すくすく・のびのび給食特区

47 香川県 香川県 さぬき有害鳥獣対策特区

48 愛媛県 今治市 今治市しまなみ教育特区

49 福岡県 福岡県、飯塚市 飯塚アジアIT特区 ○

50 福岡県 福岡県、久留米市 久留米アジアバイオ特区 ○

51 福岡県 福岡県、福岡市 福岡アジアビジネス特区 ○

52 福岡県 北九州市 北九州市「自立と共生の教育」特区 ○

53 福岡県 福岡市 環境にやさしい都市・福岡カーシェアリング特区

54 長崎県 長崎県 ながさき有害鳥獣対策わな猟免許特区

55 熊本県

熊本県、阿蘇市、南小
国町、小国町、産山村、
高森町、西原村、南阿
蘇村、山都町

阿蘇カルデラツーリズム推進特区 ○

56 熊本県 八代市、宮原町 「町づくり・人づくり・心づくり推進」特区



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
特区の名称 変更申請

57 熊本県

本渡市、牛深市、有明
町、御所浦町、倉岳町、
栖本町、新和町、五和
町、天草町、河浦町

天草地域福祉輸送特区

58 熊本県 甲佐町 甲佐町福祉サテライト特区

59 大分県 大分県 大分わな猟免許特区

60 宮崎県 日向市 日向市小・中一貫教育特区

61 その他
京都府、大阪府、奈良

県
けいはんな学研都市知的特区 ○



別紙２

番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）

1 北海道 札幌市

2 北海道 函館市

3 北海道 旭川市

4 北海道 恵庭市

5 北海道 倶知安町

6 北海道 下川町

7 北海道 利尻町

8 北海道 滝上町

9 青森県 青森県

10 青森県 青森県

11 青森県 青森市

12 青森県 つがる市

13 青森県 六ヶ所村

14 青森県 五戸町

15 岩手県 岩手県、衣川村

16 岩手県
岩手県、一関市、花泉

町

17 岩手県
岩手県、大東町、室根

村

18 岩手県 水沢市

19 岩手県 花巻市

交通ネットワーク整備を中心とした西磐井地区活性化計画

花きを活かした磐井の里再生計画

水沢市「人にやさしく便利で美しいまちづくり」再生計画

花巻市「くらしかいてきみずいろスリープラン」

快適さと潤いを感じる生活の舞台づくり地域再生計画

六ヶ所村水環境保全計画

みどり豊かな住環境再生計画

新たな交通ネットワーク整備を中心とした衣川村活性化計画

「農・林・観」連携による地場産業振興計画

青森県『安全・安心な地域の港づくり計画』

青森県クリスタルバレイ構想

市民の活力による雇用促進プラン

花のまち・恵庭『開花』プロジェクト

国際リゾート都市“くっちゃん”の確立

小さくてもきらりと輝く町・しもかわ再生計画

自信と誇りで豊かな島暮らし

地域再生計画申請状況一覧

先進性を活かしたニュービジネスの街、人にやさしいおもてなしの
街“さっぽろ”雇用創出計画

函館雇用創出計画

旭山動物園を起爆剤とした観光振興による地域活力再生構想

地域再生計画の名称



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

20 岩手県 江刺市

21 岩手県 二戸市、浄法寺町

22 岩手県 西根町

23 岩手県 石鳥谷町

24 岩手県 前沢町

25 岩手県 大東町

26 岩手県 田野畑村

27 岩手県 浄法寺町

28 宮城県 宮城県、松島町

29 宮城県 宮城県、本吉町

30 宮城県 白石市

31 宮城県 角田市

32 宮城県 色麻町

33 宮城県 加美町

34 秋田県 秋田県、羽後町

35 秋田県 秋田県、湯沢市

36 秋田県 男鹿市

37 秋田県 男鹿市

38 秋田県 由利本荘市

39 秋田県 大仙市

男鹿市若美地区「日本海&八郎湖」水環境再生計画

なまはげの里｢男鹿半島｣地域再生プラン

由利本荘市「子吉川・芋川and日本海」癒しの水環境再生計画

「メダカの泳ぐ小川」清流再生計画

シカマのイナカ再生計画

自然と共生を目指す町・加美町再生計画

「人が輝き、人が活きるまちづくり計画」

『湯沢市　森・水づくり再生計画』

「松島」を再発見する観光計画

花と緑に囲まれた安全安心のまちづくり計画

水音のするまち白石「ホタルの里」清流再生計画

角田市「かくだの風景」水環境再生計画

ブランド化による「前沢型農業」再生計画

大東町「室蓬譲水の里」清流再生計画

特Ａ級の自然資源を核とした体験型観光の推進による地域再生計
画

「ぬくもりの里・浄法寺」構想　-ふるさと再生介護予防プロジェクト-

江刺市「快適な生活環境の創出」計画

地域産業の特色を活かし潜在力を発揮した雇用創出プラン

ノスタルジー西根町「西根型農業」再生計画

石鳥谷町「うるおいとやすらぎのある水辺環境」再生計画



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

40 秋田県 山本町

41 秋田県 藤里町

42 秋田県 田沢湖町

43 山形県 山形県、八幡町

44 山形県
山形県、松山町、平田

町

45 山形県 山形市

46 山形県 酒田市

47 山形県 朝日町

48 山形県 最上町

49 山形県 遊佐町

50 福島県 福島県、いわき市

51 福島県
福島県、西会津町、柳

津町

52 福島県 福島県、福島市

53 福島県 福島県、田村市

54 福島県
福島県、二本松市、安
達町、東和町、岩代町

55 福島県 福島市

56 福島県 郡山市

57 福島県 鏡石町

58 福島県 西会津町

59 福島県 塙町

郡山市全市域水クリーンアップ構想

快適な牧場の朝まちづくり計画

西会津町「すべてにやさしい健康のまち」清流再生計画

塙町生活環境改善計画

都市農村交流促進計画

はつらつ高原交流都市づくり計画

歴史・伝統と地域の資源を生かした観光・交流のまちづくり振興計
画

快適なふくしまの暮らしの場 創出計画

最上の幸(さち)を活かした総合型産業の確立による雇用機会増大
促進プロジェクト

遊佐町・食べる手・作る手・つないだ食の再興計画

活力に満ち、創造力あふれるまちづくり計画

地域「人・物」振興計画

出羽丘陵地域ふるさと再生計画

「人と自然を大切にするまち」山形市

酒田の自然・まちなみ・こころ再生計画

しっかりした暮らしを築くエコミュージアムのまち実践計画～朝日町
エコミュージアム型産業の創造～

じゅんさいの里を守り受け継ぐ再生計画

「白神山地の清流を後世に伝える」ふじさと再生計画

田沢湖町「ルリ色の湖」再生計画

山間集落・森林がめざめる町づくり計画



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

60 福島県 平田村

61 福島県 飯舘村

62 茨城県
茨城県、笠間市、友部

町、岩間町

63 茨城県
茨城県、水海道市、つく

ば市

64 茨城県
茨城県、日立市、常陸

太田市

65 茨城県 水海道市

66 茨城県 北茨城市

67 茨城県 取手市

68 茨城県 常陸大宮市

69 茨城県 那珂市

70 茨城県 筑西市

71 茨城県 稲敷市

72 茨城県 かすみがうら市

73 茨城県 小川町

74 茨城県 美野里町

75 茨城県 城里町

76 茨城県 岩瀬町

77 茨城県 鉾田町

78 茨城県 美浦村

79 茨城県 河内町

「桜川」いにしえの清流再生計画
――世阿弥の舞台「桜川」の再生――

鉾田町「安心して楽しめる」水環境再生計画

美浦村「水と緑と人の共生のための再生計画」

「太陽と水とみどり」豊かに美しくすむまち河内再生計画

母なる湖「霞ヶ浦」再生計画

水と緑の「やすらぎの里」地域再生計画

｢ふるさとの水　きれい｣再生計画

城里町「豊かな環境」再生計画

常陸大宮市豊かな自然と調和した地域再生計画

那珂市「安全で快適な住みやすいまちづくり」計画

筑西市「人と自然、共生文化都市」鬼怒川・小貝川清流再生計画

水辺文化育む空間づくり計画

ひたち「海」と「山」の交流ネットワーク計画

水とみどりの街みつかいどう再生プラン

「雨情の里」北茨城市水環境保全計画

取手”芸術の杜”創造プロジェクト

平田村（美しい集落づくり）地域再生計画

「までいライフ」による優しい笑顔と心が満ちた村づくり

あかるく活力のある笠間稲荷のまち再生計画

つくば下総地域「都市と農村の交流によるまちづくり」



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

80 茨城県 八千代町

81 茨城県 境町

82 栃木県 栃木県、佐野市

83 栃木県 栃木県、矢板市

84 栃木県
栃木県、大田原市、湯
津上村、黒羽町

85 栃木県 栃木県、那須塩原市

86 栃木県 足利市

87 栃木県 上三川町

88 栃木県 二宮町

89 栃木県 益子町

90 栃木県 壬生町

91 栃木県 大平町

92 栃木県 藤岡町

93 栃木県 岩舟町

94 栃木県 都賀町

95 栃木県 烏山町

96 群馬県
群馬県、倉渕村、長野
原町、嬬恋村

97 群馬県
群馬県、沼田市、勢多

郡東村

98 群馬県 群馬県、前橋市

99 群馬県 太田市

火山との共生をめざす地域再生計画

多様な観光名所の連携による活性化計画

街と自然が共生する「こころの風”あかぎ”」推進計画

太田市「水と緑あふれる」都市環境再生計画

「ハートにアクセス」～人と自然が出会う町・ふじおか

都市と農村ふれあいの町「いわふね」再生計画

「ほたるの学校」清流再生計画

「自然と共存の郷」清流再生計画

賑わいと心地よさあふれる　融合のまちづくり再生計画

ましこみず環境再生計画

壬生町「清流くろかわ」再生計画

「水・ひと・まち」光り輝くまちづくり再生計画

自然と親しむまちづくり計画

新市のステップアップをささえる社会基盤づくり

文化芸術による歴史と文化のまち活性化プラン

「三川の郷」清流再生計画

八千代町「詩情あふれる農村空間」再生計画

豊かな恵みの　農業再生計画

水と緑と万葉の地の再生計画

豊かな自然を活かした活力あるまちづくり



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

100 群馬県 沼田市

101 群馬県 富岡市

102 群馬県 榛名町

103 群馬県 榛東村

104 群馬県 吉岡町

105 群馬県 吉井町

106 群馬県 甘楽町

107 群馬県 中之条町

108 群馬県 吾妻郡東村

109 群馬県 吾妻町

110 埼玉県
埼玉県、小鹿野町、両

神村

111 埼玉県 埼玉県、秩父市

112 埼玉県 横瀬町

113 千葉県 千葉県、銚子市

114 千葉県
千葉県、君津市、三芳

村

115 千葉県 銚子市

116 千葉県 印西市

117 千葉県 大網白里町

118 千葉県 成東町

119 千葉県 長生村

「人と自然にやさしく、暮らしやすいまち印西」大作戦

自然と共生するまちづくり計画

「なるとうブランド」農業活性計画

長生の「きれいな水を守る」地域再生計画

横瀬川清流再生計画

東総・海と台地活性化計画

花と海と森の南房総観光交流空間プロジェクト

「元気なまち銚子」再生計画

群馬県吾妻郡東村「ほたる舞う」清流再生計画

「太陽と緑と清流の吾妻町」の清流再生計画

人と自然が共生できる元気なふるさとづくり計画

森と水のちからほとばしる活力のあるまちづくり計画

吉岡町「人と自然が共生」する水環境再生計画

きれいな河川で住み良い環境つくり計画

甘楽町「清らかな流れを守る」計画

自然の懐”なかのじょう”カジカよふたたび！計画

清らかで安全な水を大切にするまち

富岡市　人と豊かな自然共生計画

「はるな・ゆめ光まち」地域再生計画

榛東村「環境共生を創造するむら」再生計画



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

120 東京都 豊島区

121 東京都 東久留米市

122 神奈川県
神奈川県、小田原市、

湯河原町

123 神奈川県 神奈川県、真鶴町

124 神奈川県 川崎市

125 神奈川県 三浦市

126 神奈川県 藤野町

127 新潟県 新潟県

128 新潟県 新潟県、十日町市

129 新潟県 新潟県、阿賀町

130 新潟県
新潟県、新発田市、中
条町、荒川町、神林村

131 新潟県 新潟県、糸魚川市

132 新潟県 新潟県、妙高市

133 新潟県 新潟県、阿賀野市

134 新潟県 新潟県、上越市

135 新潟県 長岡市

136 新潟県 村上市

137 新潟県 妙高市

138 新潟県 阿賀野市

139 富山県
富山県、富山市、立山

町

村上市「鮭が遡る自然豊かなまちづくり」計画

妙高ナチュラルファクトリー再生計画

オアシス都市阿賀野「母なる大河　阿賀野川」清流再生計画

とやま緑豊かな国際都市づくり計画

妙高四季彩自然回廊再生計画

安心・快適・豊かさ創出の故郷づくり計画

生業(なりわい)と文化あふれるまちづくり計画

山の暮らしの再生計画（中山間地域復興計画）

森林へのアクセス道路づくり計画

農山村魅力倍増計画

人と環境にやさしいまちづくり計画

翠の交流都市づくり計画

「音楽のまち・かわさき」推進計画

６次経済の構築による三浦スタイル展開プロジェクト

「農」と「健康」の発信拠点整備による多様な主体参加型地域活力
再生計画

ふるさと再生ネットワークづくり計画

文化芸術創造都市の形成「としまアートキャンバス」計画

「“人を大切にするまちづくり”元気計画」～住んで暮らして良かった
と思えるコミュニティ再生に向けて～

西さがみ自然体感まちづくり計画

真鶴のみなとを拠点としたにぎわいのある地域づくり計画



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

140 富山県
富山県、魚津市、入善

町

141 富山県
富山県、高岡市、氷見

市、福岡町

142 富山県 富山県、南砺市

143 富山県 氷見市

144 石川県 石川県、能美市

145 石川県 石川県、津幡町

146 石川県 石川県、穴水町

147 石川県
石川県、加賀市、山中

町

148 石川県 石川県、金沢市

149 石川県 石川県、珠洲市

150 石川県 石川県、能登町

151 石川県 石川県、輪島市

152 石川県 七尾市

153 石川県 小松市

154 石川県 志賀町

155 福井県
福井県、大野市、和泉

村

156 福井県
福井県、福井市、美山

町

157 福井県 福井県、勝山市

158 福井県 福井県、高浜町

159 福井県 福井市

福井・美山しあわせの道ネットワーク化計画

ふるさと元気博物館・勝山市エコミュージアム推進計画

港湾・漁港連携による内浦湾活性化計画

住みたい、澄ませたい福井再生計画

「でか山のまち・ななお」の再生計画

ものづくりのまち活性化計画

「ヒト」と「イカリモンハンミョウたち」の住みよい環境保全計画

奥越自然の交流基盤整備推進計画

自然と共生するまちづくり計画

珠洲市都市農村交流再生計画

能登町「ひと・くらしが輝く自然のめぐみのまち」再生計画

ふるさとの自然が育む再生計画

「海山川の恵みと九谷焼の里」能美まちづくり計画

新しい交通ネットワーク整備を中心とした津幡町活性化計画

穏やかな自然のなか安心して暮らせる町づくり計画

自然・文化・観光を連携させた活力ある地域づくり

新川地域うるおい交流促進計画

万葉の里地域づくり計画

南砺明るく元気な地域づくり計画

地域資源保全・活用型産業の振興による雇用促進プラン



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

160 福井県 武生市

161 福井県 鯖江市

162 福井県 美山町

163 福井県 今立町

164 福井県 美浜町

165 福井県 若狭町

166 山梨県
山梨県、塩山市、芦川

村

167 山梨県
山梨県、増穂町、南部

町

168 山梨県
山梨県、大月市、上野
原市、丹波山村、上九

一色村

169 山梨県
山梨県、南アルプス市、
甲斐市、北杜市

170 山梨県 塩山市

171 山梨県 山梨市

172 山梨県 韮崎市

173 山梨県 北杜市

174 山梨県 六郷町

175 山梨県 増穂町

176 山梨県 身延町

177 山梨県 小淵沢町

178 山梨県 富士河口湖町

179 長野県 長野県、千曲市

身延町「日蓮聖人とみのぶゆばの里」再生計画

小淵沢町田園環境整備計画

富士山と湖と高原のまち、富士河口湖
～豊かな自然環境を活かした地域再生計画～

“生き生き千曲”まちづくり計画

韮崎市｢武田の里｣快適なまちづくり計画

「人と自然が躍動する環境創造都市 北杜市」生活環境向上計画

六郷町「自然と調和のとれたまち」清流再生計画

増穂町「安全で快適な環境のまちづくり」計画

富士の国やまなし富士東部エリア地域再生計画

富士の国やまなし山梨中北部エリア地域再生計画

塩山市「安」「禅」「山」「水」・ふるさと再生計画

山梨市牧丘町（うるおいをとりもどすまちづくり）再生計画

若狭みはま「美しい水の郷」再生計画

若狭町エコ・ルネサンス推進計画

富士の国やまなし峡東エリア地域再生計画

富士の国やまなし峡南エリア地域再生計画

めだかの住める水辺環境再生計画

エコシティーさばえ創生計画

暮らし彩りの郷計画

今立町「めだかの学校開設」清流再生計画



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

180 長野県 長野県、飯田市

181 長野県 長野県、南信濃村

182 長野県 長野県、和田村

183 長野県 長野県、上村

184 長野県 長野県、松本市

185 長野県 長野県、長谷村

186 長野県 長野県、木曽福島町

187 長野県 長野県、穂高町

188 長野県 長野県、長野市

189 長野県 長野県、根羽村

190 長野県 長野県、阿南町

191 長野県
長野県、小海町、南牧

村

192 長野県 長野県、伊那市

193 長野県 長野県、大鹿村

194 長野県 長野県、佐久市

195 長野県 長野市

196 長野県 飯田市

197 長野県 大町市

198 長野県 軽井沢町

199 長野県 御代田町

「水清らかな美しいまち飯田」計画

大町市「北アルプス山麓　仁科の里」水環境再生計画

環境負荷を低減する水環境再生計画

御代田町「水と緑のまち」再生計画

水と緑がにあうまち再生計画

豊かな自然を生かした独自ブランドによる村づくり

自然と共に生きる快適環境創出のみち整備計画

「自然とふれあう」清流再生計画

戸隠地区再生計画

都市との共生・対流による地域再生計画

人も情も行き交いときめくまち煌いて阿南づくり計画

ふるさと「八ヶ岳」観光ルート再生計画

観光に磨きをかけるまちづくり計画～美ヶ原から槍ヶ岳の観光資源
の活用と有機的ネットワーク化～

交流安心満足南アルプスの村づくり計画

幸せ空間・きそふくしま整備再生計画

たくましく活力あるまちづくり計画

「豊かな自然を守り、地域産業を育むまち」計画

「交流による心豊かな南信濃村」郷（さと）づくり計画

耀くいなか和田村

上村緑の回廊計画



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

200 長野県 箕輪町

201 長野県 高森町

202 長野県 坂城町

203 岐阜県 岐阜県、揖斐川町

204 岐阜県 岐阜県、郡上市

205 岐阜県 岐阜県、飛騨市

206 岐阜県 岐阜県、中津川市

207 岐阜県 岐阜県、下呂市

208 岐阜県 岐阜県、高山市

209 岐阜県 岐阜県、白川町

210 岐阜県 山県市

211 岐阜県 垂井町

212 岐阜県 神戸町

213 岐阜県 揖斐川町

214 静岡県 静岡県、吉田町

215 静岡県 静岡県、浜松市

216 静岡県 静岡県、川根町

217 静岡県
静岡県、中川根町、本

川根町

218 静岡県 静岡県、静岡市

219 静岡県
静岡県、天竜市、春野

町、龍山村

川根型産業活性化計画

川根本町　人が行き交い、にぎわいのあるふるさとづくり計画

静岡市いきいき交流まちづくり計画

天竜美林再生計画

やすらぎとふれあうまち『ごうど』再生計画

母なる清流　揖斐川ルネッサンス計画

新しい交通ネットワーク整備を中心とした吉田町活性化計画

うるおいのある水辺空間と良好な生活環境の創出

緑豊かな優しいまちづくり計画

人と自然が輝くあったかいまちづくり計画

「住みやすさ共感！山県すてっぷあっぷ・ぷらん」

自然・歴史環境との共生づくり－やすらぎプラン

快適で活力あふれる”わ”の郷づくり

地域資源の活用と安全で安心なまちづくり

中津川市における農林再生計画

人もまちも煌めくまちづくり計画

人・地域が輝き　創造と活力あふれる箕輪町計画

「美しい自然や景観と人の暮らしが調和したまち　高森」

坂城町清潔で潤いのある居住地域再生計画

揖斐川の緑と自然に生きるむらづくり計画



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

220 静岡県 三島市

221 静岡県 島田市

222 静岡県 富士市

223 静岡県 掛川市

224 静岡県 藤枝市

225 静岡県 湖西市

226 静岡県 菊川市

227 静岡県 吉田町

228 静岡県 森町

229 愛知県 愛知県、吉良町

230 愛知県
愛知県、豊田市、三好

町

231 愛知県
愛知県、岡崎市、幸田

町、額田町

232 愛知県

愛知県、新城市、設楽
町、東栄町、豊根村、富
山村、津具村、鳳来町、

作手村

233 愛知県 名古屋市

234 愛知県 一宮市

235 愛知県 豊川市

236 愛知県 津島市

237 愛知県 豊田市

238 愛知県 犬山市

239 愛知県 江南市

交流湊つしま水環境向上計画

とよた藤岡アメニティ再生交流計画

いぬやまエコアップ計画

アメニティ江南構想-人と自然にやさしい快適環境づくり-

水と森のふるさと奥三河再生計画

「地域福祉型福祉サービス」の展開による地域再生

水うるおい緑が映える田園空間再生計画

とよかわイナリズム(豊川稲荷☆住む)
～住んでいいじゃん！訪れてもいいじゃん！～

「カワセミの飛翔する故郷」創造計画

「恵まれた地域資源を大切に、キラキラ輝く海辺づくり」

活き活き交流まちづくり計画

三河を拓くトライネット圏域創造計画

「水のきれいなまち藤枝」再生計画

快適な住まい環境のまちづくり

親しみのもてる「菊川」水辺の再生計画

水と緑に囲まれた快適なまちづくり

「三島　せせらぎ・にぎわい再生の街づくり・人づくり」

島田市生活環境改善計画

良好な水循環をめざすまち計画

きれいな水に恵まれたまちづくり計画



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

240 愛知県 新城市

241 愛知県 尾張旭市

242 愛知県 岩倉市

243 愛知県 長久手町

244 愛知県 大口町

245 愛知県 扶桑町

246 愛知県 武豊町

247 愛知県 幸田町

248 愛知県 音羽町

249 愛知県 御津町

250 三重県 三重県

251 三重県 三重県、鳥羽市

252 三重県
三重県、紀宝町、鵜殿

村

253 三重県 三重県、南勢町

254 三重県 三重県、紀和町

255 三重県 三重県

256 三重県 四日市市

257 三重県 桑名市

258 三重県 亀山市

259 三重県 玉城町

市民活動による地域再生計画

長島町輪中の郷「健全な水環境・水循環の創成」

悠久の歴史を大切にした快適なまちづくり計画

恵まれた歴史・文化・環境を生かした『田園文化都市』づくり再生計
画

安心・安全で活力のあるまちづくり計画

安心生活圏創造、災害に強い地域づくり

安全で住みやすいまちづくり計画

地域住民が発信する　魅力ある「みえ東紀州」づくり計画

循環型タウンおとわ～「人が親しむ水づくり」計画

光る海　こころ潤う町づくり計画

「地物が一番！」地産地消運動の推進による地域の活性化計画

「豊かな水産・観光資源に恵まれたまち、港でつなげる地域防災の
輪」

五条川アクアトピアおおぐち再生計画

扶桑町クリーンアップ計画

武豊水辺リニューアルプラン

水とふれあえる緑住都市

鮎踊る川の再生

矢田川クリーンアップ計画

五条川アメニティタウン再生計画

長久手住環境快適化計画



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

260 三重県 海山町

261 滋賀県 米原市、近江町

262 滋賀県 多賀町

263 京都府 京都市

264 京都府 舞鶴市

265 京都府 宇治市

266 京都府 亀岡市

267 京都府 京丹後市

268 京都府 京丹後市

269 京都府 宇治田原町

270 大阪府 大阪府、河内長野市

271 大阪府 堺市

272 大阪府 貝塚市

273 大阪府 枚方市

274 大阪府 枚方市

275 大阪府 八尾市

276 大阪府 大東市

277 大阪府 大東市

278 大阪府 東大阪市

279 兵庫県
兵庫県、洲本市、南あ

わじ市

いきいき大東っ子育て環境充実計画

大東市生活環境再生計画

東大阪モノづくり人材育成計画

「食」による南淡路地域活性化計画

企業誘致のインパクトを活かした雇用機会創出事業計画

枚方市地域活性化支援計画

枚方市東部区域再生計画

『ものづくりのまち・八尾』担い手育成計画

人材育成及び新規事業開拓研修を通じた地域産業の再生と雇用
機会の創出（京丹後市達人養成・鉄人育成プロジェクト）

宇治田原町「快適な暮らしと自然をまもる町」再生計画

いわわき農と緑のふるさと地域再生計画

「自由都市・堺」再生計画

舞鶴市「環境にやさしい循環・共生のまち」

「みどりゆたかな住みたい、住んでよかった都市｣の創造

かめおか「住」と「水」環境保全計画

京丹後市「豊かな自然環境のまち」再生計画

自然体験型観光推進による地域再生計画

米原エコミュージアムプログラム

山蒼く水清く心豊かな多賀のまち再生計画

京都迎賓館開館を契機とした至高のもてなし空間創造計画



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

280 兵庫県 兵庫県、篠山市

281 兵庫県 兵庫県

282 兵庫県 兵庫県、香美町

283 兵庫県 兵庫県、神崎町

284 兵庫県 兵庫県、豊岡市

285 兵庫県 兵庫県、市川町

286 兵庫県 兵庫県、赤穂市

287 兵庫県 尼崎市

288 兵庫県 南あわじ市

289 兵庫県 市川町

290 奈良県 奈良県、天川村

291 奈良県 奈良県、十津川村

292 奈良県
奈良県、西吉野村、大

塔村

293 奈良県
奈良県、下北山村、上

北山村

294 奈良県 生駒市

295 奈良県 斑鳩町

296 奈良県 大淀町

297 奈良県 奈良県、川上村

298 和歌山県 和歌山県、みなべ町

299 和歌山県 和歌山県、那賀町

住みよいまち『おおよど』再生計画（豊かな緑と清流の保全・活用）

吉野川水源地の村づくり再生計画

「日本一の梅の里」みなべの元気で優しいまちづくり計画

果樹と道が育む地域活力アップ計画

夢と自然に彩られた地域づくり計画

吉野きたやま地域再生計画

いこま水環境実感再生計画

快適なまち「新斑鳩の里」再生計画

南あわじふれあい共生のまち再生計画

きらりときらめくまちへ～いちかわ再生計画

世界文化遺産を生かした生活・観光振興プラン

日本一活力ある村づくり計画

未来を拓く新交流路計画

霊峰”笠形山”を活かした瀬加さとやまリフレッシュ計画

西播磨なぎさ回廊計画「津の交流復興・賑わいづくり」

ものづくり「産業・キャリア」サポート計画

「陶芸文化の郷づくり」計画

淡路生穂の防災みなとまちづくり

美しい山・川・海人が躍動する　交流と共生のまち

のんびり楽しい田舎人天国　神崎



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

300 和歌山県 和歌山県、那智勝浦町

301 和歌山県 和歌山県、金屋町

302 和歌山県 和歌山県、広川町

303 和歌山県 和歌山県、日高川町

304 和歌山県 和歌山県、美里町

305 和歌山県 和歌山県、清水町

306 和歌山県
和歌山県、新宮市、那
智勝浦町、熊野川町、

串本町

307 和歌山県 日高町

308 和歌山県 みなべ町

309 鳥取県 鳥取県、鳥取市

310 鳥取県
鳥取県、三朝町、湯梨

浜町

311 鳥取県 鳥取市

312 鳥取県 大栄町

313 鳥取県 琴浦町

314 鳥取県 南部町

315 鳥取県 日南町

316 島根県 島根県、美郷町

317 島根県 島根県、柿木村

318 島根県
島根県、金城町、旭町、
弥栄村、三隅町

安全安心・生活に密接した山村地域の再生

エコビレッジかきのきむら構想

グリーンカルテット那賀農村再生計画

大栄町「美しい由良川」再生計画

かがやけ琴浦クリーン計画

南部町｢メダカとドジョウの棲む郷」清流再生計画

地球環境にやさしい新森林業の形成

海・山・川の恵みの中で人が輝く町つくり再生計画

あんしん・連携による因幡のまちづくり

安心して快適に暮らせるまちづくり活性化計画

鳥取砂丘整備構想～「砂の王国　鳥取砂丘」をめざして～

花と星と水につつまれた「ふるさと夢町みさと」の創造計画－活力と
ゆとりに満ちた＜理想郷＞を目指して－

緑とまちの活力再生計画

もりを活かす住みよい町づくり計画

人と自然が共生し、豊かでうるおいのあるまち”ホッとタウン・ひだ
か”

漁業振興による地域の活性化

元気あふれるまちづくり計画

下津木地区農山村産業生活基盤再生計画

農山村集落間並びに各種交流施設間のネットワーク改善による農
林業体験観光の活性化
～集落間・農林業体験施設間のネットワークが紡ぐ都市交流活性
化による地域再生～



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

319 島根県 島根県、邑南町

320 島根県 島根県、大田市

321 島根県 島根県、益田市

322 島根県 出雲市

323 島根県
大田市、温泉津町、仁

摩町

324 島根県 雲南市

325 島根県 雲南市

326 島根県 美郷町

327 島根県 邑南町

328 島根県 旭町

329 島根県 三隅町

330 島根県 海士町

331 岡山県 岡山県、高梁市

332 岡山県 岡山県、新見市

333 岡山県 岡山県、奈義町

334 岡山県 岡山県

335 岡山県 岡山県、倉敷市

336 岡山県 岡山県、矢掛町

337 岡山県 岡山県、真庭市

338 岡山県 津山市

やさしさにあふれかつりょくあるげんきなまちづくり計画

豊かな自然と地域資源を活かした人と環境にやさしい『杜市』づくり
計画

キラめく未来，人と自然が活きるまちづくり再生計画

うるおいとにぎわいの都市づくり計画

快適で活力あるまちづくり計画

地場産業である漁業支援計画

魅力ある漁業を目指した港づくり

｢多自然交流の郷あさひ」旭町清流再生計画

「水澄みの里三隅町」再生計画

海士デパートメントストアープラン～「選ばれし島」まるごと届けます
～

安心して暮らせる高梁まちづくり計画

雲南市清流再生計画

雲南市ふるさと通貨交流計画

美しき郷の“地産地生”プラン～“美郷物語り”～

自然と共生の環境にやさしい町づくり

高齢者が安心・元気に働くことができる港づくり

生命の源『森』が育む「わさびの里」再生計画

出雲市「豊かな汽水域・豊かな海」再生計画

輝き再び石見銀山計画（地域資源を活用した産業・観光再生計画）

交通ネットワーク整備による夢響きあう元気な町づくり計画



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

339 岡山県 里庄町

340 岡山県 新庄村

341 岡山県 鏡野町

342 岡山県 奈義町

343 岡山県 久米南町

344 岡山県 美咲町

345 広島県 広島県、呉市

346 広島県
広島県、三次市、庄原

市

347 広島県 広島県、福山市

348 広島県
広島県、安芸太田町、

北広島町

349 広島県 呉市

350 広島県 三次市

351 広島県 三次市

352 広島県 安芸太田町

353 山口県 山口県、周防大島町

354 山口県 山口県、柳井市

355 山口県 山口県、下関市

356 山口県 岩国市

357 山口県 周南市

358 山口県 美川町

岩国市せせらぎ水路再生計画

周南市「美しいせせらぎと緑あふれる地域」の再生計画

「美の川」ふれあい・清流の郷づくり計画

太田川清流の里再生計画

「生涯現役の島づくり」周防大島みなと再生プラン

やない都市・農村ふれあい交流促進プラン

自然と歴史と人が織なす交流のまちづくり計画

道の駅を核とした広域観光ネットワーク形成等による地域再生計画

呉ものづくり産業振興・雇用創造促進計画

「リバーリバイブ　みよし」三次水環境再生計画

誰もが集える地域の交流の家

吉井川・旭川の源流の美しさを保つ清流再生計画

安全で安心な「みなと・ネットワーク」の創出計画

交流拡大による地域再生計画

自然・歴史・文化に調和した「美しいみなと」の創出計画

新庄村「源流域清流」再生計画

「田園文化の里」鏡野再生計画

水と暮らす美しいまち奈義町清流再生計画

くめなん清流再生計画

快適な生活環境まちづくり計画



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

359 徳島県 徳島県、那賀町

360 徳島県 徳島県、宍喰町

361 徳島県 徳島県、西祖谷山村

362 徳島県 徳島県、井川町

363 香川県
香川県、丸亀市、詫間

町

364 香川県 香川県、財田町

365 愛媛県 愛媛県、西予市

366 愛媛県 愛媛県、鬼北町

367 愛媛県 愛媛県、伊方町

368 愛媛県 愛媛県、久万高原町

369 愛媛県 愛媛県、今治市

370 愛媛県 松山市

371 愛媛県 東温市

372 愛媛県 愛南町

373 高知県 高知県

374 高知県 高知県、大方町

375 高知県 高知県、土佐町

376 高知県 高知県、安田町

377 高知県 高知県、十和村

378 福岡県 福岡県、飯塚市

へんろ文化を核としたまちづくり計画

「元気･活力･友愛」のある里づくり計画

”ｅ－ＺＵＫＡトライバレー構想”の実現に向けた雇用増大プラン

第１次産業における「愛なんブランド」創出によるまちづくり計画

「天然の良港を活用した地場産業活性化」

「知」のネットワークが生む地域の活力―テレワークを用いた地域
再生プラン―

「森・水・人」をはぐくむまちづくり計画

ひと・里・森がふれあいともに輝く元気なまち計画

ひとに優しい森林づくり・都市づくり交流促進計画

「まちを知り、愛します松山」俺たちにできるまち再生計画～『大学
生とNPOの融合』への仕掛け～

生涯健康づくり推進計画

たからだの里、活性化計画

交流と潤いのある地域づくり計画

自然と共生した快適で魅力あるまちづくり計画

地域特性を生かした心かよわす豊かなまちづくり

宍喰の再活性化と山と緑を守るまちづくり計画

躍動とやさしさに包まれたふれあいの秘境・西祖谷計画

地場産業の振興と交流による町づくり計画

さぬき瀬戸内みなと交流計画

阿南丹生谷の観光地と農林業を支援するまちづくり計画



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

379 福岡県 福岡県、黒木町

380 福岡県 福岡県、方城町

381 福岡県 福岡県、苅田町

382 福岡県 福岡県、古賀市

383 福岡県 福岡県、柳川市

384 福岡県 福岡県、前原市

385 福岡県 福岡県、鞍手町

386 福岡県 福岡県、甘木市

387 福岡県 福岡県、那珂川町

388 福岡県 北九州市

389 佐賀県 佐賀県、多久市

390 佐賀県 佐賀県、唐津市

391 佐賀県

佐賀県、伊万里市、武
雄市、有田町、西有田
町、山内町、塩田町、嬉

野町

392 佐賀県 佐賀県、伊万里市

393 佐賀県 佐賀県、東脊振村

394 佐賀県
佐賀県、鹿島市、太良

町

395 佐賀県 佐賀県、鳥栖市

396 佐賀県 唐津市

397 佐賀県 鳥栖市

美しく快適な水辺の里づくり　計画

公共用水域の水質再生計画

伊万里市農山村再生計画

住みやすい生き生きとした村づくり計画

みかんの里の活性化計画

林業の活性化による農山村地域再生計画

若年人材の育成による重点産業活性化事業

「住みたい美しいまち　多久」再生計画

天川農山村再生計画

伊万里・有田焼地域再生計画

人と自然が共生する都市まえばる再生計画

福岡県汚水処理構想推進及び鞍手町「自然と共生したまちづくり」
再生計画

福岡県汚水処理構想推進及び元気を生み出す、水と緑の洗練都
市甘木市「水源地」再生計画

水と緑、暮らしがとけあう那珂川町促進計画

「住民が創る健康・福祉のまち/ほうじょう再生計画」

苅田町次世代に継承する「きれいな川」、「うるおいのある水辺」保
全計画

古賀市川辺で遊べる環境づくり計画

水郷柳川の水環境再生計画

「環境共生の里づくり」再生計画



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

398 佐賀県 武雄市

399 佐賀県 武雄市

400 佐賀県 玄海町

401 佐賀県 江北町

402 長崎県 長崎県、田平町

403 長崎県 島原市

404 長崎県
五島市、壱岐市、対馬
市、新上五島町

405 長崎県 時津町

406 長崎県 北有馬町

407 長崎県 江迎町

408 熊本県 熊本県

409 熊本県 熊本県、あさぎり町

410 熊本県 熊本県、泉村、五木村

411 熊本県

熊本県、熊本市、菊池
市、富合町、大津町、菊
陽町、合志町、西合志
町、西原村、御船町、嘉

島町、益城町

412 熊本県
熊本県、芦北町、津奈

木町

413 熊本県 熊本県、多良木町

414 熊本県 熊本県、新和町

415 熊本県
熊本県、益城町、甲佐

町

元気ある芦北地域づくり計画

健全な森林造成と安全安心まちづくり計画

新和町「安心・元気なまちづくり」計画

都市と農村が調和した魅力あるまちづくり計画

「地域の縁がわ」熊本モデルづくり計画

あさぎり町「森と親しめるまちづくり」計画

五木・五家荘地域再生計画

くまもと半導体関連産業地域再生計画

「ながさき・しま自慢ネットワーク観光」による地域活性化計画

時津町「自然と町並が調和のとれた住みたい町」再生計画

小学校統廃合の廃校利用による地場産業「手延べ素麺」の味と伝
統文化を広げる計画

江迎町「水澄むふるさと」清流再生計画

ホタル飛び交う清流の里再生計画

水と緑の快適環境のまちづくり計画

地域資源を活かした「潮の香ただようふれあい港づくり」の創出

島原健康半島構想

「泉都武雄」の生活環境の改善と観光としてのイメージアップ計画

いで湯と陶芸の里にあふれる音楽のまちづくり



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

416 熊本県 熊本県、坂本村

417 熊本県 熊本市

418 熊本県 荒尾市

419 熊本県 阿蘇市

420 熊本県 天水町

421 大分県 大分県、豊後高田市

422 大分県 大分県、大分市

423 大分県 大分県、佐伯市

424 大分県 大分県、中津市

425 大分県 別府市

426 大分県 中津市

427 大分県 臼杵市

428 大分県 豊後高田市

429 宮崎県 宮崎県、日之影町

430 宮崎県 宮崎県、椎葉村

431 宮崎県 宮崎県、北方町

432 宮崎県 宮崎県

433 宮崎県 宮崎県、西郷村

434 宮崎県 宮崎県、北川町

435 宮崎県 宮崎県

活気ある漁村づくり

自然とともに安心して暮らせる村づくり計画

清流と自然美を活かしたふるさとづくり地域再生計画

地域に密着した港づくり

豊後高田「昭和の町」づくり計画　～「昭和の町」を核とした商業と観
光の一体的振興をめざして～

「自然の恵みが人を呼ぶ里」再生計画

安全・安心な暮らしを創造する地域再生計画

干支の町元気再生計画

耶馬の「もり」のめぐみを受け、「ひと」が育ち、「もの」がうまれる新し
いまちづくり計画

地域通貨を活用したまちづくり活動とＯＮＳＥＮ・健康ライフの促進

清らかな水が流れる文化都市「中津市」

元気の３本柱再生計画～山が元気、川が元気、海が元気～

「みかんと草枕の里」エコ･コミュニティ推進プロジェクト

｢ムラ｣のやすらぎと｢マチ｣のにぎわいの観交ルートづくり計画

安心してみんなが住みたくなる地域づくり

地場産業の活性化と民生安定と都会との交流を推進する地域づく
り計画

水とみどり、うるおいの郷再生計画

熊本市｢水と緑の都｣水環境再生計画

地場産業と住民の共生対流による起業創造と雇用機会の増大

大阿蘇の地域資源、農村空間を活かした環境体験産業づくり



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

436 宮崎県 宮崎県、高千穂町

437 宮崎県 宮崎県、延岡市

438 宮崎県 宮崎県、東郷町

439 宮崎県
宮崎県、宮崎市、清武
町、田野町、佐土原町、
高岡町、国富町、綾町

440 宮崎県 宮崎県、諸塚村

441 宮崎県 宮崎県、西都市

442 宮崎県 宮崎県、北郷村

443 宮崎県 佐土原町

444 宮崎県 川南町

445 鹿児島県
鹿児島県、阿久根市、
大口市、薩摩川内市、さ

つま町

446 鹿児島県 鹿児島県、日置市

447 鹿児島県 鹿児島県、長島町

448 鹿児島県 鹿児島県、東町

449 鹿児島県 鹿児島市

450 鹿児島県 名瀬市

451 鹿児島県 知覧町

452 鹿児島県 末吉町

453 鹿児島県 瀬戸内町 「海の宝・山の宝」癒しの島づくり

「清流に水車がまわりホタル舞う平和のまち」再生計画

自然と笑顔の美しいむらづくり計画

佐土原町「潤いのある生活環境再生」計画

魅力ある全村森林公園づくり計画

魅力と活力にあふれた農山村地域計画

末吉町「大淀川源流」再生計画

日本のふるさと高千穂づくり計画

人・物・情報が活発に行き来する交流拠点都市づくり

牧水郷農山村　再生計画

恵み豊かな海づくり「あずまの鰤王」ブランド推進計画

かごしま清流と水辺の再生計画

離島奄美の特性を生かした創造的で多様な産業の活性化計画

川南町「豊かな自然を活かした」地域再生計画

川上から川下に至る豊かな地域資源を核としたむらづくり計画

食と農の総合交流拠点づくり計画

地域の資源を活かした「安全でゆたかな漁村」づくり計画

みやざきＩＴクラスター形成による雇用促進プラン



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称

454 沖縄県 沖縄市 「国際文化観光都市　チャンプルー・ルネッサンス計画」



別紙３

61 申請計画数 515

454

1

北海道 12 4 8 0 滋賀県 3 1 2 0

青森県 8 2 6 0 京都府 7 0 7 0

岩手県 14 1 13 0 大阪府 11 2 9 0

宮城県 8 2 6 0 兵庫県 11 0 11 0

秋田県 9 0 9 0 奈良県 11 3 8 0

山形県 8 1 7 0 和歌山県 12 1 11 0

福島県 14 2 12 0 鳥取県 10 3 7 1

茨城県 22 2 20 0 島根県 16 1 15 0

栃木県 16 2 14 0 岡山県 14 0 14 0

群馬県 16 2 14 0 広島県 9 1 8 0

埼玉県 4 1 3 0 山口県 6 0 6 0

千葉県 7 0 7 0 徳島県 4 0 4 0

東京都 6 4 2 0 香川県 3 1 2 0

神奈川県 6 1 5 0 愛媛県 9 1 8 0

新潟県 12 0 12 0 高知県 5 0 5 0

富山県 5 0 5 0 福岡県 16 5 11 0

石川県 14 3 11 0 佐賀県 13 0 13 0

福井県 11 0 11 0 長崎県 7 1 6 0

山梨県 14 1 13 0 熊本県 17 4 13 0

長野県 26 2 24 0 大分県 9 1 8 0

岐阜県 12 1 11 0 宮崎県 17 1 16 0

静岡県 15 0 15 0 鹿児島県 9 0 9 0

愛知県 23 2 21 0 沖縄県 1 0 1 0

三重県 12 1 11 0 その他 1 1 0 0

515 61 454 1

都道府県別申請状況

特区 地域再生
（うち特区・
地域再生
の両方）

特区 地域再生
（うち特区・
地域再生
の両方）

特区申請

地域再生申請

（その内特区と地域再生両方の
申請）


