
 
報道資料 

 
平 成 １ ８ 年 ２ 月 ３ 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１０回）及び地域再生計画（第３回） 
の認定申請の受付結果について 

 
 
 

 １月２３日(月)から２月１日(水)までの期間において、構造改革特別区域計画の
第１０回認定申請及び地域再生計画の第３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    ：１５３件 

（うち、新規特区計画の申請数    ：１３８件 

特例の追加を含む認定特区計画の変更申請数  ： １５件 ） 

 

② 地域再生計画申請数     ：１５３件 

（うち、新規地域再生計画の申請数    ：１４２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 ： １１件 ） 

 

③ ①と②の合計の申請数     ：３０６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、飯田（03-5521-6610、6638、6615） 



別紙１

番号 都道府県名
作成主体の名称
（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 室蘭市、登別市 室蘭登別広域連携福祉輸送特区

3 北海道 釧路市 釧路市ハートフルセダン型特区

4 北海道 網走市 網走市オホーツクふれ愛輸送特区

5 北海道 留萌市 留萌市ふれあいセダン特区

6 北海道 美唄市 美唄市情報処理技術者育成特区

7 北海道
紋別市、湧別町、滝上
町、興部町、雄武町

オホーツク紋別地域外国人研修生受入れ特区

8 北海道 士別市 士別市安心・安全輸送セダン型特区

9 北海道 砂川市 砂川市セダン型輸送特区

10 北海道 登別市 登別市産業活性化ＩＴ人材育成特区

11 北海道 北広島市 エルフィンタウン北広島セダン特区

12 北海道 石狩市 石狩市あい風はこぶ福祉輸送特区

13 北海道 松前町 松前町ふれあいステーション輸送特区

14 北海道 せたな町 せたな町ふれあい輸送特区

15 北海道 京極町 京極町ボランティア輸送特区

16 北海道 倶知安町 倶知安町ｊａｇａｔａ ＷＴセダン特区

17 北海道 岩内町 いきいき・あんしん・いわない輸送特区

18 北海道 南幌町 南幌町くらしの架け橋セダン型車両輸送特区

構造改革特別区域計画申請状況一覧



番号 都道府県名
作成主体の名称
（地方公共団体名）

特区の名称 変更申請

19 北海道 奈井江町 奈井江町セダン特区

20 北海道 由仁町 風薫る福祉輸送ユニ特区

21 北海道 栗山町 栗山町お出かけセダン特区

22 北海道 月形町 月形町ふらわーサポートセダン特区

23 北海道 剣淵町 剣淵町ボランティア輸送特区

24 北海道 下川町 森林
　モ　　リ

と人が輝くまち下川町福祉に優しい移送特区

25 北海道 初山別村 初山別村夢とロマンと星の村セダン特区

26 北海道 豊富町 豊富町福祉有償輸送特区

27 北海道 女満別町、東藻琴村 大空ふれあい福祉輸送セダン型特区

28 北海道 美幌町 長生きを楽しめる美幌町福祉輸送特区

29 北海道 津別町 津別町福祉有償運送特区

30 北海道 清里町 清里町おもいやり運送特区

31 北海道 上湧別町 上湧別町心やすらぐセダン特区

32 北海道 門別町 日高門別とねっこ輸送特区

33 北海道 静内町 静内町ふつうの車で安心輸送特区

34 北海道 様似町 様似町アポイの樹風輸送特区

35 北海道 幕別町、忠類村 幕別町福祉有償運送特区

36 北海道 豊頃町 豊頃町ふれ愛協働のまち輸送特区

37 北海道 本別町 人にやさしい、温もりある福祉のまち輸送特区

38 北海道 足寄町 足寄町子育て安心特区



番号 都道府県名
作成主体の名称
（地方公共団体名）

特区の名称 変更申請

39 北海道 白糠町 白糠町おたすけ福祉輸送セダン特区

40 北海道 羅臼町 世界自然遺産のまち羅臼町福祉輸送特区

41 青森県 弘前市 弘前ＩＴ人材育成特区

42 青森県 鶴田町 「鶴と国際交流の里」英語教育推進特区

43 岩手県 盛岡市 盛岡市eビジネス創造人材育成特区

44 岩手県 西和賀町 和賀山塊湯の里どぶろく特区

45 宮城県 宮城県 みやぎＩＴ人材すくすく特区 ○

46 宮城県

白石市、角田市、蔵王
町、大河原町、村田町、
柴田町、川崎町、丸森

町

仙南地区セダン型福祉有償運送特区

47 宮城県 大和町、大郷町
緑豊かな町たいわ・おおさと活き生き福祉有償運送特

区

48 秋田県 能代市 能代里山どぶろく特区

49 山形県 山形県
山形県東南村山・北村山・置賜地区福祉有償運送セダ

ン型車両特区

50 山形県 酒田市 酒田どぶろく特区

51 山形県 新庄市 飛躍に向けた新庄市みらいＩＴ人材育成特区

52 山形県 最上町 食育機能の統合による次世代育成すこやか特区

53 福島県 国見町 国見町福祉有償運送セダン型車両特区

54 茨城県 石岡市 石岡市福祉有償運送セダン型車両特区

55 茨城県 取手市 取手市福祉有償運送セダン型車両特区

56 茨城県 つくば市 つくば市福祉有償運送セダン型車両特区

57 茨城県 守谷市 守谷もりもり福祉運送特区

58 茨城県 常陸大宮市 常陸大宮市福祉有償運送セダン型車両特区



番号 都道府県名
作成主体の名称
（地方公共団体名）

特区の名称 変更申請

59 茨城県 那珂市 那珂市福祉有償運送特区

60 茨城県
小川町、美野里町、玉

里村
小川町・美野里町・玉里村福祉有償運送セダン型車両

特区

61 茨城県 友部町 友部町ＮＰＯ等有償運送セダン型車両特区

62 茨城県 河内町 河内町福祉有償運送セダン型車両特区

63 茨城県 伊奈町、谷和原村 伊奈町・谷和原村福祉有償運送セダン型車両特区

64 茨城県 利根町 利根町福祉有償運送セダン型車両特区

65 栃木県 栃木県 栃木県福祉有償運送セダン型車両特区

66 栃木県 栃木市 栃木市幼児教育特区

67 群馬県 六合村 くにっこニコニコ給食特区

68 埼玉県 埼玉県 埼玉県はばたくＩＴ人材特区

69 千葉県 千葉県、木更津市 木更津港湾物流効率化特区

70 千葉県 千葉県 ブレーメン福祉有償運送特区

71 千葉県 千葉県 ちばｅビジネス振興・ＩＴ基盤人材育成特区

72 千葉県 船橋市 船橋市英語教育特区

73 東京都 江東区 育てよう！こうとうＩＴ職人特区

74 東京都 大田区 おおた高度ＩＴ技術者育成特区

75 神奈川県 横浜市 国際ITビジネス交流特区 ○

76 新潟県 新潟市 新潟市ＩＴ人材ステップアップ特区 ○

77 新潟県 新潟市 新潟市国際創業特区

78 新潟県 糸魚川市 糸魚川ボランティア輸送特区



番号 都道府県名
作成主体の名称
（地方公共団体名）

特区の名称 変更申請

79 新潟県 佐渡市 佐渡トキめき濁酒特区

80 新潟県 阿賀町 阿賀町活性化どぶろく特区

81 富山県 富山県、南砺市 舞台芸術特区TOGA

82 富山県 高岡市 高岡市産業活性化IT人材育成特区

83 富山県 高岡市 高岡市ものづくり・デザイン人材育成特区

84 石川県 金沢市
周辺環境に調和した道路標識金沢特区

85 福井県 福井県 ふくいＩＴ達人育成特区

86 福井県
あわら市、春江町、坂井

町
あわら・坂井いきいき福祉輸送特区

87 山梨県 山梨県 山梨県福祉有償運送セダン型車両特区

88 長野県 松本市 松本市ＩＣＴ人材育成特区

89 長野県
上田市、丸子町、真田

町、武石村
上田市福祉輸送セダン特区

90 長野県 上田市 上田市の産業を支えるＩＴ人材育成特区

91 長野県 長和町 長和町福祉有償運送セダン型車両特区

92 長野県 波田町 波田町福祉有償運送特区

93 長野県 南信州広域連合 南信州広域連合福祉有償運送セダン型車両特区

94 岐阜県 岐阜県 岐阜県福祉有償運送セダン型車両特区

95 静岡県 沼津市 沼津市言語教育特区

96 静岡県 三島市 早期幼児教育入園特区

97 愛知県 愛知県 あいちIT人材育成特区

98 愛知県 一宮市 一宮市英語教育特区



番号 都道府県名
作成主体の名称
（地方公共団体名）

特区の名称 変更申請

99 愛知県 御津町 「ハートフルタウン　みと」英語教育特区

100 三重県 三重県 三重県ＩＴスペシャリスト育成特区 ○

101 三重県 東員町 東員すこやか給食特区

102 京都府 福知山市 福知山市福祉有償運送セダン型車両特区

103 京都府 舞鶴市 舞鶴市福祉有償運送特区

104 京都府 綾部市 綾部市福祉有償運送特区

105 京都府 宇治市 宇治市福祉有償運送セダン型車両特区

106 京都府 亀岡市 亀岡福祉有償運送セダン特区

107 京都府 向日市 向日市幼稚園早期入園特区

108 京都府 京丹後市 京丹後市福祉有償運送特区

109 京都府 久御山町 「久御山っ子」就学前、元気で明るい給食特区

110 京都府
山城町、木津町、加茂

町、精華町
山城町・木津町・加茂町・精華町福祉有償運送特区

111 京都府 京丹波町 京丹波町福祉有償運送セダン型車両特区

112 京都府
加悦町、岩滝町、野田

川町
与謝野町福祉有償運送特区

113 大阪府 大阪府 障害者に対する職業能力開発ＩＴ特区

114 大阪府 大阪市 ビジネス人材育成特区 ○

115 大阪府 吹田市 吹田市ＩＴ人材育成及びＩＴ産業活性化特区

116 大阪府 大東市 大東市生活核都市・先端産業都市形成特区

117 大阪府 島本町 島本町英語教育特区

118 兵庫県
兵庫県、伊丹市、宝塚
市、川西市、三田市、猪

名川町
ひょうご阪神北地域有害鳥獣対策特区



番号 都道府県名
作成主体の名称
（地方公共団体名）

特区の名称 変更申請

119 兵庫県
兵庫県、多可町、神河

町
多自然居住促進特区 ○

120 兵庫県 兵庫県 ひょうごＩＴエキスパート育成特区

121 兵庫県 神戸市 先端医療産業特区 ○

122 兵庫県 神戸市 国際みなと経済特区 ○

123 兵庫県 神戸市 六甲有馬観光特区 ○

124 兵庫県 伊丹市 「読む・書く・話す・聞く」ことば文化都市伊丹特区

125 鳥取県

米子市、境港市、日吉
津村、大山町、南部町、
伯耆町、日南町、日野

町、江府町

鳥取県西部地域福祉有償輸送特区

126 島根県 斐川町 斐川町地域情報化推進特区

127 岡山県 美作市 美作の国・賑わいのある田園都市特区

128 広島県 広島県 ＩＴひろしま・産業人材育成特区

129 広島県 広島市 広島市福祉有償運送セダン型車両特区

130 広島県 東広島市 東広島市福祉運送セダン特区

131 山口県 下関市 ホタルといで湯の里どぶろく特区

132 徳島県 徳島市 徳島市情報技術リーダー養成特区

133 徳島県 阿南市、那賀川町 地産地消で安心・安全　阿南市給食特区

134 香川県 高松市 おいでまい高松IT特区

135 愛媛県 松山市 松山市IT人材育成特区 ○

136 愛媛県 新居浜市 新居浜市ＩＴ人材育成特区

137 愛媛県 新居浜市 新居浜市伝える力を育てる教育特区

138 福岡県 福岡県、福岡市 福岡アジアビジネス特区 ○



番号 都道府県名
作成主体の名称
（地方公共団体名）

特区の名称 変更申請

139 福岡県 福岡県、久留米市 久留米アジアバイオ特区 ○

140 福岡県 福岡県、飯塚市 飯塚アジアIT特区 ○

141 福岡県 北九州市 北九州市国際物流特区 ○

142 福岡県 苅田町 「未来を拓く子どもを育てる教育の町　苅田」特区

143 佐賀県 佐賀県 佐賀県イノシシわな猟免許特区

144 熊本県 熊本県 熊本県地域ささえ愛セダン特区

145 大分県 大分県 Ｏ〔ＩＴ〕Ａ高度情報化特区

146 宮崎県 宮崎県 宮崎県幼稚園早期入園特区

147 宮崎県 宮崎県 元気みやざき網・わな免許特区

148 宮崎県 宮崎県 元気みやざきフレッシュＩＴ人材特区

149 鹿児島県 鹿児島県 かごしま網・わな猟免許特区

150 鹿児島県 鹿児島県 かごしまいきいきＩＴ特区

151 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市小中一貫教育特区

152 鹿児島県 和泊町 和泊町福祉輸送特区

153 沖縄県 那覇市 なはＩＴ人材育成特区



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 北海道 北海道 北海道産業活性化創業促進計画

2 青森県 青森市 「次世代に引き継ぐ豊かで美しい自然環境」計画

3 青森県 大鰐町 「自然と共生する彩りのまち」再生計画

4 青森県 板柳町 「りんごの里」あずましい地域環境再生計画

5 青森県 七戸町 七戸町「快適で彩りあふれるまちづくり」再生計画

6 岩手県
岩手県、一戸町、九戸

村
岩手県北地域の産業・観光資源有効利活用による地域活

性化計画

7 岩手県 一関市 一関市「自然と共生し地域の良さを感じるまち」再生計画

8 岩手県 陸前高田市
「山を育て、川を守り、きれいな海を明日へつなげ

る」計画

9 岩手県 釜石市
かまいし健康ルネサンス構想～保健・医療・福祉・生涯学
習の連携による健康で安心して暮らせるまちづくり～

10 岩手県 紫波町 自然と共生し環境を基調とするまちづくり再生計画

11 岩手県 野田村 北リアス野田村「鮭の里」再生計画

12 岩手県 洋野町 洋野町「美しい海からの恵みで豊かなまちづくり」再生計画

13 宮城県 宮城県、登米市 安心・快適　みんなが愛する水の里づくり計画

14 宮城県 石巻市 石巻市「水環境再生計画」

15 宮城県 岩沼市 岩沼市「豊かな自然と調和する水辺環境｣再生計画

16 宮城県 山元町 山元町「清浄な生活環境」再生計画

17 宮城県 大和町 大和町七ッ森水と緑の再生計画

18 宮城県 涌谷町
「黄金郷わくや」甦れ！ろまんあふれる天平の水　再生計

画

19 秋田県 秋田県、北秋田市 「自然」「人」が調和し、活気とぬくもりある北秋田市

20 秋田県 鹿角市 鹿角市「八幡平の里」清流再生計画

地域再生計画申請状況一覧



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

21 秋田県 美郷町 「しずのまち」美郷町六郷湧水群再生計画

22 山形県 山形県、鶴岡市 日本海の豊かな資源を生かしたまちづくり計画

23 山形県 米沢市 上杉の城下町米沢「自然と歴史をはぐくむ」清流再生計画

24 山形県 遊佐町 遊水の郷「くらしの水」再生計画

25 福島県 福島県、塙町 木の香あふれるふるさとづくり計画

26 福島県 須賀川市 新生須賀川水環境整備計画

27 福島県 矢吹町 さわやかな田園のまちづくり計画

28 茨城県 茨城県、常陸大宮市 健やかに安心して暮らせるまちづり計画

29 茨城県 結城市 結城市「美しいゆとりある快適環境」再生計画

30 茨城県 常陸太田市 常陸太田市「豊かな自然と共生する“えことぴあ”」計画

31 茨城県 岩間町 「水と緑の共生する岩間」再生計画

32 栃木県 栃木県、鹿沼市 豊かな自然と産業が調和する”元気な鹿沼”まちづくり計画

33 栃木県
栃木県、日光市、今市
市、足尾町、藤原町

四季の彩りに風薫るひかりの郷”日光”活性化計画

34 栃木県
栃木県、さくら市、高根

沢町
安心して暮らせる「さくら・たかねざわ」まちづくり計画

35 栃木県 栃木県、茂木町 自然が輝く、人が輝く、地域が輝く茂木町のまちづくり

36 栃木県 栃木県、大平町
太平山に抱かれたロマンと房なりの笑顔が拓くクロスロー

ド計画

37 栃木県 栃木県、那須町 人が行き交いふれあう那須高原のまちづくり

38 栃木県 佐野市 新佐野市清流再生計画

39 栃木県 小山市
小山市「水と緑と大地を未来につなぐまち」自然環境再生

計画

40 栃木県 野木町 ｢グリーン＆クリーン」野木町　再生計画

41 群馬県 群馬県、前橋市 街と自然が共生する「こころの風“あかぎ”」推進計画 ○



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

42 群馬県 高崎市 高崎市「自然と共生する環境保全都市」計画

43 群馬県 桐生市
桐生市「自然と人が共生するまち（森林都市・水源都市）｣

再生計画

44 群馬県 館林市 館林市「豊かな自然と快適な住環境」再生計画

45 群馬県
渋川市、伊香保町、小
野上村、子持村、赤城

村、北橘村
渋川市「蛍の舞うまちづくり」再生計画

46 群馬県 安中市、松井田町 安中「清らかで豊かな水」保全計画

47 群馬県
東村、笠懸町、大間々

町
「豊かな生活創造都市」みどり再生計画

48 群馬県 東村 やさしさにいつでもあえる里づくり計画

49 群馬県 川場村 川場村「自然あふれる」むら環境再生計画

50 群馬県 みなかみ町
「森を育み生命を運ぶ、利根川源流の町」みなかみ町再生

計画

51 群馬県 明和町 明和町「水辺環境」再生計画

52 群馬県 大泉町 大泉町「快適で住みよい生活環境づくり」計画

53 群馬県 邑楽町 人と自然にやさしいまち”おうら”環境再生計画

54 埼玉県 行田市 水と緑のふるさとぎょうだ再生計画

55 埼玉県 宮代町 みやしろ「農」のあるまちづくりの水再生計画

56 埼玉県 白岡町 うるおい・しらおか水と緑の地域づくり再生計画

57 千葉県

千葉県、館山市、鴨川
市、君津市、富津市、御
宿町、千倉町、丸山町、
三芳村、和田町

花と海と森の南房総観光交流空間プロジェクト ○

58 千葉県 銚子市 「水が澄み人が住むまち銚子」再生計画

59 千葉県 袖ケ浦市 袖ケ浦「水と食への信頼性」再生計画

60 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 ○



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

61 東京都 奥多摩町 ヤマメの棲むきれいな多摩川水質保全計画

62 神奈川県 平塚市 自然との共生をめざした環境づくり

63 神奈川県
相模原市、津久井町、

相模湖町
相模原市「水源地域再生計画」

64 神奈川県 藤野町 水源地藤野「出会いの里」地域再生計画

65 富山県 滑川市
「豊かな自然・ほたるいかの棲む海を大切にするまち」再生

計画

66 富山県 小矢部市 自然にやさしく快適なまち・おやべ再生計画

67 石川県 能登町 「潤いある暮らしを支える快適な町」再生計画

68 福井県
福井県、小浜市、大飯

町
「食祭海道　若狭路」　交流ネットワーク推進計画

69 福井県 福井県、鯖江市 観光資源の連携・活用によるまちの活性化計画

70 福井県 若狭町 若狭町エコ・ルネサンス推進計画 ○

71 山梨県 南アルプス市 「自然と共生する南アルプス」創生計画

72 山梨県 笛吹市 笛吹市「清流の里」再生計画

73 山梨県 上野原市 上野原市「快適な暮らしのあるまちづくり」再生計画

74 長野県 長野県、伊那市 水と緑がにあうまち再生計画 ○

75 長野県 長野県、売木村 人・自然ﾌﾟﾗｽ安心と交流の地域再生計画

76 長野県 長野県、天龍村 「自然との調和、甦るわが村の産業」計画

77 長野県 小諸市
小諸市「浅間山麓に広がる古城のほとり・千曲の清流」再

生計画

78 長野県 駒ヶ根市 「アルプスがふたつ映えるまち駒ヶ根」水環境再生計画

79 長野県 塩尻市 人・文化・情報のゆきかう　地域活性化計画

80 長野県 千曲市 千曲川に月や花が映える、共生と交流の都市再生計画

81 長野県 安曇野市 美しい水の恵みのまち



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

82 長野県 飯島町 飯島町水と自然に恵まれたまちづくり計画

83 長野県 信濃町 信濃町　水環境再生計画

84 静岡県 静岡県、沼津市
住んで良く・訪れて楽しい、躍動する『みなとまち・さかなま

ち』

85 静岡県 静岡県、藤枝市 四季彩あふれる藤の里回廊計画

86 静岡県 富士宮市 安全な水で清潔・快適なまちづくり

87 三重県 三重県、伊賀市 伊賀コリドールの整備による、伊賀の魅力倍増化計画

88 三重県 菰野町 こものの水を未来へ

89 滋賀県 滋賀県、米原市 米原エコミュージアムプログラム ○

90 滋賀県 大津市 湖都大津「安心・安全のまちづくり」計画

91 京都府 綾部市 綾部市「人・街・里が輝く自然豊かなまち」再生計画

92 京都府 宮津市
海園都市みやづ「天橋立・宮津湾　智恵の環(わ)」再生計

画

93 大阪府 堺市 「自由都市・堺」再生計画 ○

94 兵庫県 兵庫県、朝来市 人と緑心ふれあう交流のまち朝来市

95 兵庫県 五色町 “五色共生の里づくり”プロジェクト

96 和歌山県
和歌山県、橋本市、高

野口町
高野山麓「へら竿」匠の里再生計画

97 和歌山県 和歌山県、田辺市 自然と歴史を生かした新田辺市、龍神・本宮地域づくり

98 鳥取県
鳥取県、米子市、大山

町
安全・安心で持続可能な漁業環境を目指した港づくり計画

99 鳥取県 鳥取県、日南町 地球環境にやさしい新森林業の形成 ○

100 鳥取県 岩美町 岩美町「国立公園浦富海岸保全計画」

101 島根県 島根県、松江市 宍道湖西岸森と街とのふれあいゾーン創出プラン

102 島根県 島根県、益田市 未来につなげる農と暮らしの地域づくり



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

103 島根県 島根県、津和野町 人に優しい交流と福祉の郷づくり計画

104 島根県 浜田市
「心ゆたけく住みたくなるまち」金城ほたるの里清流再生計

画

105 島根県 津和野町 人と自然に育まれ温もりのある交流のまちづくり

106 岡山県 岡山県、井原市 地域資源を活かした都市と農村の交流推進計画

107 岡山県 岡山県、赤磐市
緑と水を生かした快適な生活環境の創造「人゛いきいき″

まち゛きらり″」づくり計画

108 岡山県 岡山県、西粟倉村 みちでつくるワンダフル山村計画

109 岡山県 井原市 キラリと輝くまちづくり計画

110 岡山県 瀬戸内市 瀬戸内の人と自然が共生するまちの再生計画

111 岡山県 美作市 みまさか源流域清流再生計画

112 広島県 神石高原町
神石高原町「支えあい，助けあい誰もが生涯輝く地域づく

り」計画

113 山口県 山口県、萩市、阿武町 「地産・地消」豊かな食と緑で彩るまちづくり計画

114 山口県 山口県、柳井市 人と海と地域の交流ひろがる柳井みなとまち再生計画

115 山口県 萩市
新萩市の将来像「自然と歴史､文化に抱かれた 健やかでう
るおいのあるまち」をめざして 生活環境向上プラン

116 徳島県 徳島県、阿南市 安全で安心な暮らしを確保する港づくり計画

117 徳島県 徳島県、上勝町 徳島東部の農林業を支援するまちづくり計画

118 徳島県 徳島県、つるぎ町 『将来にわたって住み続けたい町』づくり計画

119 徳島県 徳島県、三好町 阿讃三好の農林業を支援するまちづくり計画

120 徳島県 徳島県、山城町 緑と観光資源を活かした魅力あふれる町づくり計画

121 徳島県 徳島県、東祖谷山村 平家落人のロマンと伝説を活かした秘境奥祖谷計画

122 徳島県 美馬市 清流の郷みま再生計画

123 愛媛県
愛媛県、今治市、上島

町
しまなみにぎわい創出計画



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

124 高知県 高知県、いの町 豊かな自然と心に出会えるまちづくり計画

125 高知県 高知県、津野町 風と緑のやすらぎの里づくり計画

126 高知県 中土佐町 鰹と四万十源流の里　中土佐町水環境再生計画

127 高知県 大方町 未利用施設の有効活用による地域産業支援計画

128 福岡県 福岡県、大牟田市 大牟田新グランドデザイン

129 福岡県 福岡県、宗像市 離島の素材を活かした癒しの島づくりの計画

130 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 ○

131 福岡県 福岡県、星野村 みどりとロマンが育む山村再生計画

132 福岡県 福岡県、苅田町 苅田町“陸に海に空に”未来にはばたく街づくり計画

133 佐賀県
神埼町、千代田町、脊

振村
自然と歴史と人が輝く未来都市再生計画

134 佐賀県 有田町、西有田町 やすらぎに満ちた快適な生活環境づくり計画

135 長崎県 長崎県、長崎市 交通ネットワーク整備を中心とした長崎市活性化計画

136 長崎県 長崎県、東彼杵町 地場産業の振興と都市交流を活かした町づくり計画

137 熊本県 熊本県、美里町 美里町「小さくてもキラリと光る　私たちのまち」計画

138 熊本県 熊本県、植木町 歴史と温泉を生かした売れる地域づくり計画

139 熊本県 熊本県、山都町 潤い、文楽、そよ風でつづるまちづくり計画 ○

140 熊本県 植木町
植木町再生計画～人に活力、まちに魅力、未来に発展す

るうえき～

141 大分県 大分県、日田市
ひたの自然と人が共生する環境と、地域の個性を生かした

活力あるまちづくり計画

142 大分県 大分県、佐伯市 自然と共生した快適な地域づくり計画

143 大分県 大分県、杵築市
いきがい（行きがい・生きがい）のある環境にやさしい町づく

り計画

144 大分県 大分県、豊後大野市 豊後大野「歴史」と「観光」の交流ネットワーク計画



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

145 大分県 大分県 安全で安定した漁業環境づくり計画

146 大分県 豊後高田市
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～
○

147 宮崎県 宮崎県、串間市 しあわせで住みよい豊かな串間の創造

148 宮崎県 延岡市 潤いと賑わいに満ちた水とみどりの都市づくり

149 宮崎県 国富町 国富町「美しい自然と共生するまちづくり」地域再生計画

150 鹿児島県 鹿児島県、鹿児島市
桜島と共存・共栄する「安心・安全で活気のある港」づくり計

画

151 鹿児島県 鹿児島県、垂水市 錦江湾の恵みを生かしたキラリ輝く元気なまちづくり計画

152 鹿児島県 鹿児島県、肝付町 黒潮かおる漁業の町・肝付のみなと再生計画

153 鹿児島県 鹿児島県、屋久町
世界遺産屋久島と水産資源を生かした魅力ある港まちづく

り計画



別紙３

153 申請計画数 306

153

0

北海道 41 40 1 0 滋賀県 2 0 2 0

青森県 6 2 4 0 京都府 13 11 2 0

岩手県 9 2 7 0 大阪府 6 5 1 0

宮城県 9 3 6 0 兵庫県 9 7 2 0

秋田県 4 1 3 0 奈良県 0 0 0 0

山形県 7 4 3 0 和歌山県 2 0 2 0

福島県 4 1 3 0 鳥取県 4 1 3 0

茨城県 15 11 4 0 島根県 6 1 5 0

栃木県 11 2 9 0 岡山県 7 1 6 0

群馬県 14 1 13 0 広島県 4 3 1 0

埼玉県 4 1 3 0 山口県 4 1 3 0

千葉県 7 4 3 0 徳島県 9 2 7 0

東京都 4 2 2 0 香川県 1 1 0 0

神奈川県 4 1 3 0 愛媛県 4 3 1 0

新潟県 5 5 0 0 高知県 4 0 4 0

富山県 5 3 2 0 福岡県 10 5 5 0

石川県 2 1 1 0 佐賀県 3 1 2 0

福井県 5 2 3 0 長崎県 2 0 2 0

山梨県 4 1 3 0 熊本県 5 1 4 0

長野県 16 6 10 0 大分県 7 1 6 0

岐阜県 1 1 0 0 宮崎県 6 3 3 0

静岡県 5 2 3 0 鹿児島県 8 4 4 0

愛知県 3 3 0 0 沖縄県 1 1 0 0

三重県 4 2 2 0 その他 0 0 0 0

306 153 153 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）

合計 合計 特区 地域再生
（うち特区・
地域再生
の両方）


