
 
報道資料 

 
平成１７年１０月７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９回）及び地域再生法に基づく 
地域再生計画（第２回）の認定申請の受付結果について 

 
 
 

 ９月２６日(月)から１０月５日（水）までの期間において、構造改革特別区域計画の
第９回認定申請及び地域再生法に基づく地域再生計画の第２回認定申請を受け付けま

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    ：１０５件 

（うち、新規特区計画の申請数    ：１００件 

特例の追加を含む認定特区計画の変更申請数  ：  ５件 ） 

 

② 地域再生計画申請数     ：１１７件 

（うち、新規地域再生計画の申請数    ：１１１件 

支援措置の追加を含む認定地域再生計画の変更申請数 ：  ６件 ） 

 

③ ①と②の合計の申請数     ：２２２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 札幌市 札幌市高度ICT人材育成特区

2 北海道 稚内市 てっぺん教育力育成特区

3 北海道 江別市
江別市認知症高齢者グループホーム短期入所事業利

用特区

4 北海道 千歳市 千歳市幼稚園早期入園特区

5 北海道 新篠津村 新篠津村福祉輸送特区

6 北海道 森町 森町ボランティア輸送特区

7 北海道 厚沢部町 厚沢部町セダン型車両輸送特区

8 北海道 真狩村 真狩村ボランティア輸送特区

9 北海道 積丹町 積丹町愛の架け橋セダン特区

10 北海道 仁木町 優しい心の仁木町地域福祉輸送特区

11 北海道 長沼町 長沼町やすらぎ輸送特区

12 北海道 東神楽町 東神楽町福祉輸送セダン特区

13 北海道 当麻町 当麻町いきいきサポートセダン型特区

14 北海道 南富良野町 南富良野町福祉有償輸送セダン型特区

15 北海道 苫前町 苫前町しあわせ有償輸送特区

16 北海道 幌延町 幌延町ボランティア輸送特区

17 北海道 枝幸町、浜頓別町
北オホーツクえさし・はまとんべつ外国人研修生受入れ

特区

18 北海道 礼文町 フラワーアイランド礼文輸送特区

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 北海道 小清水町 小清水町ふれあい輸送特区

20 北海道 浦河町 浦河町あんしん支え合いセダン特区

21 北海道 えりも町 えりも町ハートフルサービス輸送特区

22 北海道 音更町 音更町ボランティア輸送特区

23 北海道 浦幌町 浦幌町福祉有償運送特区

24 北海道 厚岸町
厚岸町あみか（あっけし・みんなの・かいご）福祉輸送

特区

25 北海道 別海町 別海町ボランティア輸送特区

26 青森県 東通村 東通村「わが村の先生制度」特区

27 宮城県 宮城県 宮城県認知症高齢者グループホーム短期利用事業

28 宮城県 仙台市 仙台市セダン型福祉有償運送特区

29 山形県 天童市 高原再生特区

30 福島県 いわき市 いわき市認知症高齢者サポート特区

31 福島県 南郷村 ふるさと南郷再生特区

32 福島県 只見町 緑と水と心のふるさと特区

33 茨城県 龍ケ崎市 龍ケ崎市福祉有償運送セダン型車両特区

34 茨城県 牛久市 牛久市福祉有償運送セダン型車両特区

35 茨城県 大子町 大子町教育特区

36 茨城県 阿見町 阿見町福祉有償運送セダン型車両特区

37 栃木県 高根沢町 高根沢町福祉有償運送セダン型車両特区

38 埼玉県 埼玉県 埼玉県いきいき活動セダン型車両特区



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 千葉県 千葉市 千葉市健康福祉有償運送セダン特区

40 千葉県 成田市 ふれあいセダン特区成田

41 千葉県 我孫子市 我孫子市福祉運送セダン特区

42 千葉県 我孫子市
我孫子市認知症高齢者グループホーム短期利用事業

特区

43 千葉県 酒々井町
酒々井町認知症高齢者グループホーム短期利用事業

特区

44 千葉県 栄町 栄町福祉有償運送サービス特区

45 東京都 品川区 品川区ボランティア輸送特区

46 東京都 世田谷区
認知症高齢者グループホーム短期利用事業せたがや

支えあいステーション特区

47 東京都 豊島区 豊島区外出支援サービス特区

48 東京都 八王子市 情報産業人材育成特区

49 東京都 町田市 町田市福祉有償運送セダン型車両特区

50 東京都 小平市 小平市認知症高齢者あんしん生活特区

51 東京都 日野市 日野市福祉有償運送特区

52 神奈川県 神奈川県 神奈川カーシェアリング利用促進特区

53 神奈川県 横浜市 国際ＩＴビジネス交流特区 ○

54 新潟県 新潟市 新潟市IT人材ステップアップ特区

55 新潟県 小千谷市 おぢや農都共生特区 ○

56 富山県 黒部市、宇奈月町 黒部国際化教育特区

57 長野県 松本市 選べる障害福祉サービスまつもと特区

58 長野県 飯田市 飯田市福祉有償運送特区



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

59 長野県 伊那市 伊那市における福祉有償運送使用車両の拡大特区

60 長野県
中野市、飯山市、山ノ内
町、木島平村、野沢温

泉村、栄村
北信地域福祉輸送セダン特区

61 長野県 安曇野市 安曇野福祉輸送セダン特区

62 長野県 川上村 川上村福祉有償運送特区

63 長野県 南牧村 南牧村福祉有償運送特区

64 長野県 高森町 高森町福祉運送セダン特区

65 長野県 天龍村 天龍村福祉輸送セダン特区

66 長野県 喬木村 喬木村福祉有償運送セダン型車両特区

67 長野県 豊丘村 豊丘村福祉有償運送セダン特区

68 長野県 波田町 波田町障害児（者）社会参加促進特区

69 長野県 白馬村 白馬村どぶろく特区

70 長野県 信州新町 信州新町福祉輸送サービスセダン型車両特区

71 岐阜県 大垣市 大垣市ＩＴエキスパート育成特区

72 岐阜県 多治見市 多治見福祉有償運送セダン特区

73 岐阜県 多治見市 多治見障害児者デイサービス特区

74 静岡県 静岡県 静岡県福祉有償運送セダン型車両特区

75 静岡県 伊東市 伊東市書道教育特区

76 静岡県 吉田町 吉田町教育特区

77 愛知県 豊橋市 「国際共生都市・豊橋」英語教育推進特区

78 愛知県 蒲郡市
「いつまでも住みなれたまちで」がまごおりグループ

ホーム短期利用特区



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

79 愛知県 飛島村 小さくてもキラリと光る飛島村教育特区

80 三重県 三重県 三重県福祉有償運送セダン型車両特区

81 三重県 三重県 三重県ＩＴスペシャリスト育成特区

82 京都府 宮津市 宮津市福祉有償運送特区

83 京都府 伊根町 交通弱者のための福祉有償運送事業特区

84 大阪府 大阪府、豊中市 障害者の地域生活支援特区

85 大阪府 大阪市 国際交易特区 ○

86 大阪府 枚方市 枚方市小中一貫英語教育特区

87 兵庫県 兵庫県 ひょうご狩猟免許取得推進特区

88 兵庫県 神戸市 人と自然との共生ゾーン特区 ○

89 兵庫県 養父市 養父市鳥獣被害防止特区

90 和歌山県 広川町 広川　元気っこ・のびのび給食特区

91 島根県 浜田市 ふるさと弥栄どぶろく特区

92 島根県 斐川町 斐川町子育て支援推進特区

93 島根県 西ノ島町 誰もが安心して暮らせる西ノ島町特区

94 広島県 大竹市 おおたけ少人数教育特区

95 山口県 山口県、美祢市 美祢社会復帰促進センターＰＦＩ特区

96 愛媛県 松山市 松山市IT人材育成特区

97 愛媛県 松山市 小中連携による｢国際・職業」教育特区

98 愛媛県 新居浜市 新居浜市認知症高齢者安心お泊まり特区



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

99 愛媛県 西予市 せいよ地域デイサービス特区

100 福岡県 北九州市 北九州市福祉有償運送セダン型車両特区

101 福岡県 赤池町 「教育と文化の町赤池」特区

102 熊本県 熊本市 くまもと子ども輝き特区

103 熊本県 宇城市 宇城市国際理解教育特区

104 熊本県 植木町 植木町福祉輸送セダン特区

105 その他 茨城県、栃木県 広域連携物流特区 ○



別紙２

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 変更申請

1 北海道 函館市 函館雇用創出計画 ○

2 北海道 江別市
「ソーシャル・エンタープライズの拠点・メッカ」づ
くりを通した地域活力・コミュニティの再生

3 青森県 十和田市 十和田市中心市街地再生計画

4 青森県 鶴田町 「鶴の里」潤いとやすらぎの農村環境再生計画

5 青森県 三戸町
「人・自然・文化　ほんものが息づくまち　さんのへ」

計画

6 岩手県 盛岡市
「まちなか観光」と「まちなか居住」による元気なまち

の再生

7 岩手県 大船渡市 大船渡市「きれいな海から豊かなくらしを」再生計画

8 岩手県 北上市 美しい環境のまち　きたかみ

9 岩手県 久慈市 久慈市「いつくしみのまちづくり」再生計画

10 岩手県 岩手町 北上川の源泉いわてまち「清流再生」計画

11 岩手県 滝沢村
「人と自然が共栄し、生き生きと幸せ輝くたきざわ」

再生計画

12 岩手県 金ケ崎町
「家族すこやかガーデンシティ（田園都市）金ケ崎」

再生計画

13 岩手県 岩泉町 人と自然を潤す輝きの清流再生計画

14 宮城県 栗原市
「せせらぎのある豊かな風景」くりはら水環境再生計

画

15 宮城県 鳴子町 鳴子いきいき温泉療養プラン

16 山形県 長井市 潤いのある緑豊かな美しいながい再生計画

17 茨城県 水戸市 水戸市「快適な生活環境」再生計画

18 茨城県 ひたちなか市 ひたちなか市「水環境保全計画」

19 栃木県 鹿沼市 鹿沼市「水のふるさと」再生計画

地域再生計画申請状況一覧



番号 都道府県名
申請主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 変更申請

20 群馬県 榛名町
ニューシートンバイリ（乳・椎・豚・梅・梨）による農業

観光活性化計画

21 群馬県 嬬恋村
嬬恋村　「自然を活かし　環境を創造するむら」　再

生計画

22 群馬県 高山村
湯星の森 上州たかやま「自然と共生した村づくり」

地域再生計画

23 埼玉県 さいたま市 さいたま市水辺空間の保全と再生計画

24 埼玉県 川越市 産業観光の振興に向けた伝統産業再生計画

25 埼玉県 熊谷市 豊かな環境に出会えるまち　くまがや

26 埼玉県 東松山市
快適な生活環境を備えた住み良い東松山まちづくり

計画

27 埼玉県 越谷市 越谷市水辺再生計画

28 埼玉県 神川町 神川町清流再生計画

29 埼玉県 上里町 上里町清流再生計画

30 千葉県 船橋市 「生き生きとしたふれあいの都市・ふなばし」

31 東京都 新宿区
持続的な街の再生・活性化に向けた「歌舞伎町ル

ネッサンス」計画

32 東京都 豊島区
文化芸術創造都市の形成「としまアートキャンバス」

計画
○

33 神奈川県 小田原市 「おだわらルネッサンス・環境共生都市」計画

34 神奈川県 秦野市 名水の里秦野みらい環境再生計画

35 新潟県 新潟市
水と緑の田園都市を健やかに育む白根の水環境保

全計画

36 新潟県 小千谷市
小千谷市「豊かな自然と文化が織りなす復興のまち

づくり」計画

37 新潟県 糸魚川市 翡翠の水再生計画

38 富山県 富山市 富山市「共生・交流・創造」のまちづくり

39 石川県 石川県 企業と地域との協同による新たな子育て支援計画



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 変更申請

40 石川県 輪島市 豊かなかがやく「日本海シティ輪島」再生計画

41 石川県 津幡町
白鳥舞い降りる津幡町　きらめく水環境復興計画　

～つばたアクアネットルネッサンス～

42 福井県 敦賀市 敦賀市「清らかな水環境の再生」計画

43 福井県 小浜市 「御食国
みつけくに

若狭おばま」水環境保全計画

44 福井県 大野市、和泉村 九頭竜の源流と城下町のうるおい活力回復計画

45 山梨県 富士吉田市 富士吉田市「美しい富士の里」再生計画

46 山梨県 都留市 都留市「若あゆ育む清流」再生計画

47 山梨県 富士河口湖町
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～
○

48 長野県 松本市 「水清きアルプスと城のまち松本」計画

49 長野県 諏訪市
ものづくりメッセ諏訪構想に基づく諏訪地域再生計

画

50 長野県 塩尻市 塩尻市「自立と創造の田園都市づくり」再生計画

51 岐阜県 中津川市 「豊かな自然ときれいな中津川をつくります」計画

52 静岡県
静岡県、松崎町、大井

川町
『駿河湾観光計画』（にぎわいのある“みなとまち”づ

くり）

53 静岡県
静岡県、静岡県大井広
域水道企業団

大井川下流域水利用再生計画

54 静岡県 静岡市 静岡市きれいな水のまち計画

55 愛知県 愛知県 産業観光資源を活用した地域づくり計画

56 愛知県 岡崎市
快適で環境にやさしいまちづくり～おかざき都市環

境の整備～

57 愛知県 安城市 地域情報の共有で安全、安心なまちづくり

58 愛知県 小牧市
こまきクリーンアップ・グリーンアップ・グレードアップ

計画

59 三重県 三重県、鳥羽市
バリアフリーの視点で取り組む観光地・伊勢志摩再

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 変更申請

60 三重県 津市 「エコシティ・津」清流再生計画

61 三重県 四日市市 「泗水の里」清流再生計画

62 三重県 伊勢市
伊勢の美しいまちづくり　きれいな勢田川の水環境

づくり

63 三重県 松阪市
「いつでも、どこでも、だれでも」快適生活“松阪（ま

つさか）”再生計画

64 三重県 鈴鹿市 川と海が輝く鈴鹿快適環境計画

65 三重県 久居市 やさしさあふれる久居環境都市づくり再生計画

66 三重県 多気町 多気町水環境再生計画

67 滋賀県 甲賀市
自然と伝統を活かし文化の香る快適な生活のまち

再生計画

68 滋賀県 高島市
湖と里山を活かした豊かな環境づくりのまち高島再

生計画

69 滋賀県 高島市 「環の郷」なりわい再生計画

70 滋賀県 日野町 人と自然が共生する快適な環境のまちづくり計画

71 京都府 京丹後市 市民が主役「京丹後の魅力」発信計画

72 大阪府 寝屋川市
市民がふれあい、いきいきと活動できるまち・寝屋

川づくり

73 兵庫県 洲本市、五色町
「元気な洲本」循環型社会形成による地域の活性

化

74 兵庫県 淡路市 「淡路のウェルカム・シティ」再生計画

75 和歌山県 吉備町 「安心と快適を実感できる吉備町創造計画」

76 鳥取県 米子市 米子市「人と自然が共生するまちづくり」再生計画

77 島根県 出雲市
バリアフリー映画を活用した高齢者・障害者芸術文

化振興事業

78 島根県 美郷町
美しき郷の“地産地生”プラン～

“美郷物語り”～
○

79 岡山県 岡山市 おかやま水環境再生計画



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 変更申請

80 岡山県 総社市 総社市「水とみどりあふれる快適なまちづくり」計画

81 岡山県 高梁市 「生活の質の向上を目指したまちづくり」計画

82 岡山県 新見市 新見市うるおいの「環境都市」づくり計画

83 広島県 呉市 呉ものづくり産業振興・雇用創造促進計画 ○

84 広島県 呉市 『海色の歴史回廊　くれ』美しき瀬戸　再生計画

85 広島県 尾道市 尾道市「心豊かなみなとづくり」計画

86 山口県 防府市 蛍舞う清流と共生するふるさと防府再生計画

87 徳島県 徳島市 とくしま・水のかがやき再生計画

88 香川県 三木町 三木町「清流新川と田園都市」再生計画

89 愛媛県 愛媛県、八幡浜市 ”みなとまち八幡浜”再生計画

90 愛媛県 西条市 西条市カブトガニ天国再生計画

91 愛媛県 伊予市 「人と水が出会う郷（くに）」再生プラン

92 高知県 高知市
高知市「海と森が映える水とみどりのまちづくり」水

環境再生計画

93 高知県 野市町 野市町「太陽と水と緑の豊かな町」水環境再生計画

94 高知県 梼原町 水辺環境再生計画

95 高知県 大方町 地域の価値創造人材育成による地域再生

96 福岡県 福岡県、久留米市 「水と緑の人間都市」くるめ再生計画

97 福岡県 福岡県、福津市 「心に残るふるさとの川」再生計画

98 福岡県 福岡県、若宮町 自動車産業育成による地域活性化プラン

99 福岡県 福岡県、黒木町 黒木町「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 変更申請

100 福岡県 福岡県、立花町 “かぐや姫さがし”の里づくり計画

101 佐賀県 伊万里市
美しい伊万里湾に抱かれた快適な生活環境づくり

計画

102 佐賀県 川副町 豊かな大地と海をはぐくむまちづくり計画

103 佐賀県 白石町 ゆとりある快適な住みよいまちづくり計画

104 長崎県 佐世保市 「自然と共に生きるまち“させぼ”」水環境再生計画

105 長崎県 諫早市 「おいしい農のふるさと・諫早」親水空間再生計画

106 長崎県 大村市 「次世代につなげる海づくり・大村湾」再生計画

107 長崎県 松浦市
松浦市「自然のめぐみを活かした個性きらめく交流
(ふれあい)とぬくもりのあるまち」再生計画

108 熊本県 熊本県、山都町 自然と共生する美しい町づくり計画

109 熊本県 八代市 「実りのくに」づくり再生計画

110 熊本県 山都町 潤い、文楽、そよ風でつづるまちづくり計画

111 熊本県 苓北町 苓北町「青い海、きれいな川」再生計画

112 大分県 大分市 ｢豊の川・豊の海｣水環境再生計画

113 大分県 日田市
「水郷ひた」の復興～水と緑あふれる安らぎのまち

づくり～

114 大分県 佐伯市 佐伯市水環境再生計画

115 大分県 宇佐市 美しい環境都市づくり計画

116 宮崎県 木城町
木城町「自然とともに生きるまちづくり」地域再生計

画

117 鹿児島県 南種子町 高齢者が生きがいを持ち，共に暮らす町づくり



別紙３

105 申請計画数 222

117

0

北海道 27 25 2 0 滋賀県 4 0 4 0

青森県 4 1 3 0 京都府 3 2 1 0

岩手県 8 0 8 0 大阪府 4 3 1 0

宮城県 4 2 2 0 兵庫県 5 3 2 0

秋田県 0 0 0 0 奈良県 0 0 0 0

山形県 2 1 1 0 和歌山県 2 1 1 0

福島県 3 3 0 0 鳥取県 1 0 1 0

茨城県 6 4 2 0 島根県 5 3 2 0

栃木県 2 1 1 0 岡山県 4 0 4 0

群馬県 3 0 3 0 広島県 4 1 3 0

埼玉県 8 1 7 0 山口県 2 1 1 0

千葉県 7 6 1 0 徳島県 1 0 1 0

東京都 9 7 2 0 香川県 1 0 1 0

神奈川県 4 2 2 0 愛媛県 7 4 3 0

新潟県 5 2 3 0 高知県 4 0 4 0

富山県 2 1 1 0 福岡県 7 2 5 0

石川県 3 0 3 0 佐賀県 3 0 3 0

福井県 3 0 3 0 長崎県 4 0 4 0

山梨県 3 0 3 0 熊本県 7 3 4 0

長野県 17 14 3 0 大分県 4 0 4 0

岐阜県 4 3 1 0 宮崎県 1 0 1 0

静岡県 6 3 3 0 鹿児島県 1 0 1 0

愛知県 7 3 4 0 沖縄県 0 0 0 0

三重県 10 2 8 0 その他 1 1 0 0

222 105 117 0

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）

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）


