
別紙２

番号 都道府県名
作成主体の名称

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 変更申請

1 青森県
青森県、むつ市、風間

浦村
下北地域の安全・安心な港づくり計画

2 青森県 青森県、新郷村 キリスト街道周遊活性化計画

3 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（第２期）

4 青森県 三戸町
【『誰もが元気』で『住んでいて良かった』といえる町　さんの

へ】計画

5 青森県 五戸町 みどり豊かなまちの住環境再生計画（２期）

6 岩手県 八幡平市 八幡平市「農と輝の大地」再生計画

7 岩手県 奥州市 奥州市「活力に満ちた風格のある都市づくり」計画

8 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

その２

9 岩手県 金ケ崎町
「家族すこやかガーデンシティ（田園都市）金ケ崎町（第２

期）」再生計画

10 宮城県 宮城県
“人・歴史・文化”の深みある観光交流地区「松島」を形成す

る観光計画

11 宮城県 宮城県、気仙沼市 海と山に囲まれた安全安心のまちづくり計画

12 宮城県 宮城県、白石市 「水の城下町・白石」の水環境プロジェクト

13 秋田県 由利本荘市
由利本荘市「守り続けたい・住み続けたい故郷」癒しの水環

境再生計画

14 山形県 山形県、最上町 森林資源と地域資源融和による地域再生まちづくり計画

15 山形県 長井市 みずのふるさと　ながい再生計画

16 福島県

福島県、会津若松市、
西会津町、柳津町、三
島町、金山町、会津美

里町

豊かな森林資源を活かす地域交流計画

17 福島県 福島県、いわき市 活力に満ち、創造力あふれるまちづくり計画

18 福島県 福島県、田村市 あぶくまの人・郷・夢を育むまちづくり計画

地域再生計画認定申請状況一覧



19 福島県 鏡石町 「牧場の朝のまち鏡石」水環境地域再生計画

20 茨城県
茨城県、日立市、常陸

太田市
「海」と「山」元気ひたち交流ネットワーク計画

21 茨城県
茨城県、常総市、坂東

市
圏央道IC整備のインパクトを活かした地域活力向上計画

22 茨城県 ひたちなか市 ひたちなか市「暮らしと水環境の共生」計画

23 茨城県 かすみがうら市 第２期母なる湖「霞ヶ浦」再生計画

24 茨城県 鉾田市 鉾田市「安心して楽しめる」水環境再生計画（第２期）

25 栃木県 栃木県、佐野市 広域交流軸を活かした首都圏の元気涵養の里づくり計画

26 栃木県 栃木県、大田原市 活力みなぎる豊かな産業のまちづくり計画

27 栃木県 栃木県、那須塩原市 「安全で快適なまち　那須塩原」

28 栃木県 鹿沼市 第２次鹿沼市「水のふるさと」再生計画

29 栃木県 那須烏山市 ｢自然と共存の郷｣清流再生計画

30 栃木県 岩舟町 快適でうるおいのあるまち「いわふね」再生計画

31 群馬県 群馬県、前橋市 街と自然が共生する“赤城のめぐみ”推進計画

32 群馬県 群馬県、桐生市 群馬県北東毛地域における地域資源を活用した再生計画

33 群馬県 太田市 太田市「水と緑のあふれる～（第２期）」都市環境再生計画

34 群馬県 沼田市 清らかで安全な水を大切にするまち第２期計画

35 群馬県 榛東村 榛東村「環境共生を創造する村」再生計画

36 埼玉県 埼玉県、秩父市 人と自然が共生できる活力のある環境づくり計画

37 埼玉県 埼玉県、小鹿野町 訪れてみたいふる里づくり計画

38 千葉県
千葉県、君津市、南房
総市、いすみ市、鋸南

町
房総南部観光交流空間プロジェクト

39 神奈川県 神奈川県、真鶴町 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

40 神奈川県
神奈川県、小田原市、

湯河原町
西さがみ自然実感まちづくり



41 神奈川県 三浦市 農地の活用促進による農業環境整備計画

42 新潟県 新潟県、十日町市 農とのふれあい・交流ネットワーク計画

43 新潟県 新潟県、糸魚川市 翠の交流都市づくり・安全安心交通ネットワーク計画

44 新潟県 新潟県、阿賀野市 安心・快適・豊かさ創出の故郷づくり計画(２期）

45 新潟県 新潟県、阿賀町 水のふるさと美しい森再生計画

46 新潟県 新潟県 ふるさと再生ネットワークづくり計画（２期）

47 富山県
富山県、富山市、立山

町
富山地域にぎわいと自然が調和する地域づくり計画

48 富山県
富山県、高岡市、氷見
市、砺波市、南砺市

富山県西部地域心のふるさと広域交流促進計画

49 富山県 富山県、魚津市 新川地域自然と共生する魅力ある地域づくり計画

50 石川県 石川県、珠洲市 「出逢い・体験・感動」ゆめ半島再生計画

51 石川県 石川県、加賀市 「自然・文化・観光を連携させた活力ある地域づくり」

52 石川県 石川県、能美市 自然の恵みと地域が織りなす三位一体のまちづくり計画

53 石川県 石川県、津幡町 森と里と町をつなぐみちづくりによる津幡町活性化計画

54 石川県 石川県、能登町 能登町「人・自然・ふれあいのまち」再生計画

55 福井県 福井県、福井市 安心・安全で活力あるふくいまちづくり計画

56 福井県 福井県、大野市 越前おおの自然・城下町の交流基盤整備推進計画

57 福井県 福井県、勝山市
「小さくてもキラリと光る誇りと活力に満ちたふるさと勝山」推

進計画

58 福井県 福井県、鯖江市
SABAEブランドの創造による都会にはない鯖江ならではの

まちづくり計画

59 山梨県
山梨県、山梨市、笛吹

市、甲州市
やまなし峡東エリア地域再生計画

60 山梨県
山梨県、南アルプス市、
北杜市、甲斐市、中央

市
やまなし中北部エリア地域再生計画

61 山梨県
山梨県、市川三郷町、

増穂町
やまなし峡南エリア地域再生計画

62 山梨県
山梨県、道志村、西桂

町、富士河口湖町
やまなし富士東部エリア地域再生計画



63 山梨県 富士吉田市 富士吉田市「美しい富士の里」再生計画（第２期）

64 山梨県 都留市 第２次都留市「若あゆ躍る清流」再生計画

65 山梨県 山梨市
山梨市牧丘町（うるおいをとりもどすまちづくり第２期）再生

計画

66 山梨県 韮崎市
韮崎市「夢と感動のテーマシティにらさき」快適なまちづくり

計画

67 山梨県 北杜市 ｢基盤を整備し豊かな杜づくり｣計画

68 長野県 長野県、飯田市 「豊かな自然を活かした、低炭素なまちづくり」計画

69 長野県 長野県、飯田市 ゆとりある自然と共生する暮らし

70 長野県 長野県、須坂市 「水～空～花」めぐりのみち再生計画

71 長野県
長野県、佐久市、佐久

穂町
次代に引き継ぐ自然を生かした交流人口創出のみち整備計

画

72 長野県 長野県、阿南町 阿南町「魅力あふれる交流のまちづくり」計画

73 長野県 長野県、喬木村 人と人、地域と地域の絆が深まる村づくり

74 長野県 伊那市 自然や景観を守り生かすまちづくり計画

75 長野県 軽井沢町 環境負荷を低減する水環境再生計画（第２期）

76 長野県 阿智村 持続可能な村づくりのための地域再生計画

77 長野県 根羽村 林業再生による村づくり

78 長野県 坂城町
ー自然と人と産業とが共生するー「ものづくりとやすらぎのま

ちづくり計画」

79 岐阜県 岐阜県、関市、郡上市 人と自然が調和した交流文化のまちづくり

80 岐阜県 岐阜県、揖斐川町 人と自然がふれあいともに輝く元気なまちづくり計画

81 岐阜県 岐阜県、白川町 自然の恵みを活かし心のあったまるまちづくり計画

82 岐阜県 飛騨市
地域の自然と文化を活かし、安全で安心して暮らせる町づく

り計画

83 岐阜県 垂井町 第２期　自然・歴史環境との共生づくりーやすらぎプラン

84 静岡県 静岡県、静岡市 静岡市いきいき交流まちづくり計画（第2期）



85 静岡県 静岡県、浜松市  浜松市天竜美林活用促進計画

86 静岡県 静岡県、御殿場市 御殿場市産業活性化計画

87 静岡県 静岡県、川根本町
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

88 静岡県 森町 「ええら森町！清流・太田川との共生計画」

89 愛知県
愛知県、豊田市、みよし

市
「おいでん」とよた「いいじゃん」みよしまちづくり計画

90 愛知県
愛知県、新城市、設楽
町、東栄町、豊根村

水と緑と豊かな自然が活きる奥三河活性化計画

91 愛知県
愛知県、愛西市、弥富

市
豊かに暮らす水と緑のまちづくり計画

92 愛知県
愛知県、岡崎市、幸田

町
岡崎都市圏／危機管理能力高度化計画

93 愛知県 津島市 甦る湊つしま　水環境向上計画

94 愛知県 江南市 自然と調和した快適な生活環境づくり計画

95 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

96 愛知県 岩倉市 五条川アメニティタウン再生計画

97 三重県 三重県、津市
歴史・文化が息づく活力あふれる自然ゆたかな地域づくり計

画

98 三重県 三重県、松阪市
新「みえの地物が一番！」地産地消運動による地域活力向

上計画

99 三重県 三重県、紀宝町 道路網整備による元気なまちづくり計画

100 三重県 津市 「山、川、海、人が共生する元気なまち　津」清流再生計画

101 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

（Ⅱ）

102 三重県 松阪市 「快適で機能的なまちづくり」

103 三重県 多気町 多気の清流・・・輝く未来へ

104 滋賀県 滋賀県、長浜市
バイオサイエンスによる次世代成長産業の振興～３Ｋ by Ｂ

による新産業創造プロジェクト～

105 京都府 舞鶴市
舞鶴市「環境にやさしい循環・共生のまち」再生計画～第２

期～

106 京都府 宇治市
「みどりゆたかな住みたい、住んでよかった都市」の創造（第

２期）



107 京都府 亀岡市 かめおか「うるおい」共生計画

108 京都府 宇治田原町 宇治田原町「自然をまもり共に生きるまち」再生計画

109 兵庫県 兵庫県 明舞団地再生計画 ○

110 兵庫県 兵庫県、たつの市 西播磨の食とのふれあい・安全を支える港まちづくり計画

111 兵庫県
兵庫県、神河町、多可

町
水と緑が生きる心うるおう郷づくり計画

112 兵庫県 淡路市 ｢観光立島・美しい淡路市｣再生計画

113 奈良県 奈良県、十津川村 心身再生の郷づくり計画

114 奈良県
奈良県、下北山村、上

北山村
吉野きたやま修験の郷村づくり計画

115 奈良県 奈良県、川上村 吉野川水源地の村づくり再生計画Ⅱ

116 和歌山県 和歌山県 紀中・紀南沿岸地域の産業を支える安全で快適な港づくり

117 和歌山県 和歌山県、日高川町
定住と人・物・情報の交流を促進する便利で安全な町の基

盤づくり

118 鳥取県 鳥取県、鳥取市 『連携・安心による因幡のまちづくり』

119 島根県 島根県
高齢者や新規就業者が安心・安全に働くことができる港づく

り

120 島根県 島根県、松江市
日本海の荒波からみんなを守り、安心してはたらける漁業

基地づくり

121 島根県 島根県、松江市 松江市北部地域再生計画

122 島根県 島根県、浜田市 クィンテットはまだ農村再生計画

123 島根県 島根県、安来市 地域資源の利活用・資源循環型のまちづくり

124 島根県 島根県、邑南町 Ｏｈ！なんと安心と癒しのまちづくり計画

125 島根県 出雲市 出雲市「豊かな汽水域・豊かな海（第２期）」再生計画

126 島根県 美郷町 「ひと・みどり　いきいき輝く美しき郷」再生計画

127 岡山県 岡山県、高梁市 活力と魅力ある高梁まちづくり計画

128 岡山県 岡山県、真庭市
水と緑　人と文化を未来につなぐ　賑わいの『杜市』真庭づく

り計画



129 岡山県 岡山市 おかやま水環境再生計画　第２期

130 岡山県 津山市 「いつか私にもどる水」津山市水環境再生計画

131 岡山県 笠岡市 べいふぁーむ笠岡活性化計画 ○

132 岡山県 新見市 新見市うるおいの「環境都市」づくり計画

133 岡山県 里庄町 環境にやさしいまちづくり計画

134 岡山県 矢掛町 自然を生かした幸せ実感計画

135 岡山県 鏡野町 鏡野町「森といで湯と田園文化の里」づくり計画

136 岡山県 奈義町 水と自然があふれる美しいまち奈義町　清流再生計画

137 岡山県 久米南町 「棚田とエンゼルの里くめなん」　清流再生計画

138 広島県 広島県、呉市 瀬戸内の歴史・文化と景観が調和したみなとづくり計画

139 広島県
広島県、三次市、庄原

市
道路ネットワーク構築による備北地域再生計画

140 広島県 広島県、北広島町
観光交流施設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

141 広島県 呉市 「海・技・人が光るまち　くれ」水環境再生計画

142 広島県 尾道市 尾道市「安らぎのあるまちづくり」計画

143 広島県 三次市 「リバーリバイブ　みよし」三次水環境再生計画Ⅱ

144 山口県 山口県、下関市 「しものせき」山里海を活かした交流のまちづくり計画

145 山口県 山口県、柳井市 元気都市柳井農村再生プラン

146 徳島県
徳島県、阿南市、那賀

町
清らかな那賀川流域の農林業を支援するまちづくり計画

147 徳島県 徳島県、三好市 伝統の継承と三好市を体験するまちづくり計画

148 徳島県 鳴門市 地域産業担い手育成計画

149 愛媛県 愛媛県、四国中央市 「手をつなぎ、明日をひらく元気都市」再生プラン

150 愛媛県 愛媛県、西予市 暮らしを支え地域を結ぶ住みよいまちづくり計画



151 愛媛県 愛媛県、西予市 安全で快適なみなと再生計画

152 愛媛県 愛媛県、久万高原町 ひと・里・森がふれあいともに輝く元気なまち計画

153 愛媛県 愛媛県、愛南町 愛南町｢活力ある水産業を目指すみなとづくり｣計画

154 愛媛県 西条市 西条市カブトガニ天国再生計画（第二期）

155 愛媛県 伊予市 「人と水がふれあう郷(くに)」再生プラン

156 高知県 高知県、安芸市 山を守り共に生きる元気な地域づくり計画

157 高知県 高知県、大川村 小さくてもキラリと光る村づくり計画

158 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

159 福岡県 福岡県、古賀市 古賀市水辺と親しむ環境づくり計画

160 福岡県 福岡県、うきは市 地域の資源を活かした交流・連携のまちづくり計画

161 福岡県 福岡県、嘉麻市 豊かな自然と共生する環境と交流のまちづくり計画

162 福岡県 福岡県、糸島市 人も元気 まちも元気 新鮮都市いとしま水環境再生計画

163 福岡県 那珂川町 第２期水と緑、暮らしがとけあう那珂川町促進計画

164 佐賀県 佐賀県、唐津市 海・山・川の地域資源を活用した観光交流のまちづくり

165 佐賀県 佐賀県、伊万里市 伊万里市住みよい農山村計画

166 佐賀県 佐賀県、みやき町 はつらつ新都・農山村地域再生計画

167 佐賀県 多久市 多久市『人・自然　環境創出』再生計画

168 佐賀県 神埼市 自然と歴史と人が輝く未来都市計画

169 佐賀県 白石町 人と大地がうるおい輝く豊穣のまちづくり計画

170 長崎県 諫早市 「自然と調和するまち・諫早」水辺再生計画

171 熊本県 熊本県、高森町 産業を育むたかもりまち地域再生計画

172 熊本県
熊本県、益城町、甲佐

町
都市と農村をつなぐ地域活性化計画



173 熊本県 熊本県、芦北町 活力ある芦北地域づくり計画

174 熊本県 熊本県、多良木町 健全な森林造成と安全安心まちづくり計画

175 熊本県
熊本県、八代市、五木

村
五木・八代地域再生計画

176 大分県 大分県 民生の安定と安全・安心なみなとづくり計画

177 大分県 大分県、中津市 ひと・もの・森林
　も　 り

をつなぎ快適で安全・安心なまちづくり計画

178 大分県 大分県、玖珠町
豊かな森林資源・豊富な地域資源を活用した活力あるまち

づくり計画

179 大分県 中津市 水が育てる文化都市｢中津市｣

180 大分県 日田市 ｢水が生まれ育つ水郷ひた｣の再生

181 大分県 臼杵市 希望・安心・活力の笑顔ゆきかうふるさとづくり

182 宮崎県 宮崎県 港が支える元気な都市・串間

183 宮崎県 宮崎県、日向市 牧水の郷森林地域活性化計画

184 宮崎県
宮崎県、西都市、西米

良村
生涯現役で住み続けられる農山村地域再生計画

185 宮崎県 宮崎県、諸塚村 更なる全村森林公園を目指すむらづくり計画

186 宮崎県 宮崎県、美郷町 豊かで活力のある安全・安心な郷づくり計画

187 宮崎県 宮崎県、高千穂町 しぜん・感動・体感「日本のふるさと」高千穂づくり計画

188 宮崎県 宮崎県、日之影町 「癒しの町　日之影」まちづくり計画

189 宮崎県 椎葉村 自然と共存する快適なむらづくり地域再生計画

190 鹿児島県 鹿児島県、鹿児島市 豊かな自然と人のふれあう地域づくり計画

191 鹿児島県
鹿児島県、日置市、い

ちき串木野市
地域が輝くふれあいあふれる健やかな都市づくり計画

192 鹿児島県
鹿児島県、さつま町、長

島町
水と緑の里づくり計画

193 鹿児島県 鹿児島県、長島町 安心・安全な長島のみなとづくり

194 鹿児島県 鹿児島市 かごしま清流と水辺の再生計画（第２期）


	別紙２

