
番号 都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 計画書

1 北海道 札幌市
スマート地下空間形成によるビジネス創出プロジェ
クト

○

2 北海道 函館市 『美食のまち函館』食の産業化推進計画 ○

3 北海道 旭川市
進化する北彩都ガーデン賑わい・生きがい・健康づ
くり拠点化プロジェクト

○

4 北海道 旭川市
働き方改革によるひと・しごと誘致と地元企業再生
計画

○

5 北海道 北見市
「北見ＭＹ ＬＯＶＥ 地域の宝」食資源活用発展型観
光客誘致再生計画

○

6 北海道
北見市及び網走市並びに北海道
網走郡大空町

オホーツク地域サイクリングブランド化による観光産
業再生計画

○

7 北海道 士別市
ＩＣＴ農業推進事業（産学官連携による農業の雇用
力再生プロジェクト）

○

8 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 ○

9 北海道 深川市 深川市公共交通整備等による活き活きライフ計画 ○

10 北海道 恵庭市
田園と都市の融合　ガーデンデザインプロジェクト
恵まれた庭のコンパクトなまちづくりへの挑戦

○

11 北海道 北海道檜山郡上ノ国町
上ノ国町の魅力ある地域資源を活用した産業活性
化及び交流人口拡大事業

○

12 北海道 北海道寿都郡黒松内町
新たな観光地域づくり・在宅福祉サービス・学習支
援の充実推進プロジェクト

○
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http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/001.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a001.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/002.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a002.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/003.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a003.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/004.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a004.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/005.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a005.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/006.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a006.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/007.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a007.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/008.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a008.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/009.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a009.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/010.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a010.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/011.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a011.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/012.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a012.pdf
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13 北海道 北海道虻田郡ニセコ町 ローカルスマート交通構築事業 ○

14 北海道 北海道上川郡東神楽町 東神楽ブランド創出産業支援事業 ○

15 北海道 北海道上川郡上川町 未来を担う地域人材育成とコミュニティ創造事業 ○

16 北海道 北海道上川郡上川町
地域優位性と来訪滞在価値創造による滞在拠点化
事業

○

17 北海道 北海道上川郡東川町 子育て世代女性の社会活躍の場創出支援事業 ○

18 北海道 北海道上川郡美瑛町
地域資源を活用したまちの魅力向上による地方創
生推進計画

○

19 北海道 北海道勇払郡占冠村 「狩猟的価値」発現による林業六次産業化の推進 ○

20 北海道 北海道上川郡剣淵町 剣淵町農業ブランド化推進プロジェクト ○

21 北海道 北海道上川郡剣淵町 絵本の里けんぶち観光地域づくり推進プロジェクト ○

22 北海道 北海道中川郡音威子府村
おといねっぷ美術工芸高等学校卒業生移住定住U
ターン促進計画

○

23 北海道 北海道増毛郡増毛町
生涯現役の町を実現する人材育成健康寿命延伸事
業

○

24 北海道 北海道苫前郡羽幌町 シングルペアレント移住雇用計画 ○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/013.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a013.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/014.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a014.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/015.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a015.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/016.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a016.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/017.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a017.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/018.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a018.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/019.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a019.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/020.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a020.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/021.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a021.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/022.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a022.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/023.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a023.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/024.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a024.pdf
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25 北海道 北海道天塩郡天塩町 天塩國眠れる食資源活用プロジェクト ○

26 北海道 北海道天塩郡天塩町 天塩町シェアリングコミュニティ構築プロジェクト ○

27 北海道 北海道枝幸郡中頓別町 地域産業創出による雇用促進強化事業 ○

28 北海道 北海道枝幸郡中頓別町 中頓別町シェアリングコミュニティ実践事業 ○

29 北海道 北海道枝幸郡枝幸町 地域住民が主体となった「小さな拠点づくり」事業 ○

30 北海道 北海道網走郡津別町 津別町コンパクトシティ推進計画 ○

31 北海道 北海道斜里郡斜里町
「しれとこ創生合宿」を基軸にしたテレワーク移住交
流プロジェクト

○

32 北海道 北海道斜里郡斜里町
クリエイティブ・プラットホーム安定・拡大運営・法人
化準備事業

○

33 北海道 北海道紋別郡興部町 観光・小さな拠点づくり事業 ○

34 北海道 北海道紋別郡西興部村 スモールビレッジ「しごと」創り推進事業計画 ○

35 北海道 北海道虻田郡豊浦町 豊浦町地域産業連携拠点化計画 ○

36 北海道 北海道勇払郡安平町
地域資源・地域住民力の活用と集結による道の駅
を拠点とした「あびら賑わい創出プロジェクト」

○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/025.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a025.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/026.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a026.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/027.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a027.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/028.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a028.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/029.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a029.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/030.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a030.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/031.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a031.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/032.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a032.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/033.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a033.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/034.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a034.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/035.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a035.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/036.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a036.pdf
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37 北海道
北海道勇払郡むかわ町並びに沙
流郡日高町及び平取町

鵡川・沙流川流域広域交流圏域形成ＤＭＯ構築連
携事業

○

38 北海道
北海道河東郡音更町及び中川郡
池田町

おとふけ・いけだ広域連携観光推進プロジェクト ○

39 北海道 北海道河西郡芽室町
農福連携を活用した障がい者の生涯活躍のまちづ
くり推進計画

○

40 北海道 北海道広尾郡大樹町 宇宙のまちづくり推進事業 ○

41 北海道 北海道中川郡幕別町 プラス８プロジェクトｉｎ幕別 ○

42 北海道 北海道中川郡豊頃町
「互産互生」の繋がりを活かした地域商社推進プロ
ジェクト

○

43 青森県 青森県
新たな輸送サービスが牽引する農林水産品の需要
フロンティア拡大計画

○

44 青森県 弘前市 ひろさきライフ・イノベーション推進プロジェクト ○

45 青森県 むつ市
〈まち・ひと・いるか〉イルカと人との共生によるふれ
あいビーチｉｎむつわんプロジェクト

○

46 青森県 青森県東津軽郡平内町 ひらないまるごと農林水産事業 ○

47 青森県 青森県東津軽郡今別町 いまべつ産品ブランド化計画 ○

48 青森県 青森県南津軽郡藤崎町 地域商社を核とした地域産業振興・しごと創生事業 ○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/037.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a037.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/038.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a038.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/039.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a039.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/040.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a040.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/041.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a041.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/042.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a042.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/043.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a043.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/044.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a044.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/045.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a045.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/046.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a046.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/047.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a047.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/048.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a048.pdf
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49 青森県 青森県南津軽郡大鰐町
「大鰐温泉もやし」増産と販路開拓を中核とした「大
鰐ブランド」価値向上、産業振興プロジェクト

○

50 青森県 青森県南津軽郡田舎館村 田んぼアートの里ブランド化推進事業 ○

51 青森県 青森県上北郡野辺地町
復元北前型弁才船「みちのく丸」を核としたベイフロ
ント計画深化・推進事業

○

52 青森県 青森県三戸郡三戸町 地域商社機能の構築・強化プロジェクト ○

53 岩手県 岩手県岩手郡雫石町
町有地を活用した１００年の森とまちなか居住の連
携によるＣＣＲＣ事業計画

○

54 岩手県 岩手県紫波郡矢巾町
ローカルブランディングとＥコマースによる地域の元
気創造計画

○

55 岩手県 岩手県二戸郡一戸町
アンテナショップを活用した（株）一戸夢ファーム営
農スタート及び加工商品化促進事業による地域再
生計画

○

56 岩手県 岩手県二戸郡一戸町
移住者と福祉（介護・看護）・保育分野の人材確保・
定着による「福祉の里」創生事業による地域再生計
画

○

57 宮城県 仙台市 東北ソーシャル・イノベーション・ネットワーク ○

58 宮城県 塩竈市 塩竈市子ども・女性いきいき応援プロジェクト ○

59 宮城県 角田市
Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ　Ｍｉｌｌｉｏｎ　２０１６　道の駅からはじまる
角田（まち）づくり計画

○

60 宮城県 宮城県刈田郡蔵王町 未来へつなぐ伝統産業活性化事業 ○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/049.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a049.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/050.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a050.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/051.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a051.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/052.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a052.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/053.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a053.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/054.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a054.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/055.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a055.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/056.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a056.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/057.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a057.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/058.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a058.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/059.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a059.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/060.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a060.pdf


番号 都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 計画書

第40回（後半）認定　地域再生計画の概要（都道府県別）

61 秋田県 秋田県 秋田版自然公園満喫プロジェクト計画 ○

62 秋田県 秋田県
少子高齢社会における新技術の導入による県民総
活躍支援計画

○

63 秋田県 由利本荘市 地域産業を支える人材の確保 ○

64 秋田県 由利本荘市 由利本荘まるごとブランド確立事業 ○

65 秋田県 由利本荘市
健康の駅ネットワークを活用した地域活性化プロ
ジェクト

○

66 秋田県 秋田県山本郡三種町
地域会社によるじゅんさいとふるさと資源を活用した
地域再生事業

○

67 山形県 山形県及び鶴岡市
山形県バイオクラスター形成促進計画（がんのメタ
ボローム研究推進プロジェクト）

○

68 山形県

山形県及び寒河江市並びに山形
県東村山郡山辺町及び中山町並
びに西村山郡河北町、西川町、朝
日町及び大江町

フルーツラインＪＲ左沢線を活用した「観光振興×ま
ちづくり×公共交通」広域連携プロジェクト

○

69 山形県
山形県及び寒河江市並びに山形
県最上郡金山町

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

○

70 山形県 山形県及び東根市
地方航空路線を活用した新たな観光ビジネス創出
計画

○

71 山形県 山形市、上山市及び天童市
山形・上山・天童三市連携・ＤＭＯを核とした地域経
済循環システムの構築

○

72 山形県 鶴岡市
ルネサンス創造都市の多面的都市空間「鶴岡まち
づくりブランディング事業」推進計画

○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/061.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a061.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/062.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a062.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/063.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a063.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/064.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a064.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/065.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a065.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/066.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a066.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/067.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a067.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/068.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a068.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/069.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a069.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/070.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a070.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/071.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a071.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/072.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a072.pdf
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（地方公共団体名）
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73 山形県 鶴岡市
先端バイオを中心とした「学び」「遊び」「つながり」に
よる地方創生推進計画

○

74 山形県 新庄市
ユネスコ無形文化遺産登録を契機とした「まつりと雪
のふるさと　新庄　～ＣｏｏｌＪａｐａｎ‐ＳＨＩＮＪＯ～」ブラ
ンディングプロジェクト

○

75 山形県 寒河江市 サイクリストとコソダテに優しいまちづくりプロジェクト ○

76 山形県 寒河江市
地域資源を活用した「木育×食育」によるまちづくり
プロジェクト

○

77 山形県 上山市 かみのやまワインの郷プロジェクト ○

78 山形県 長井市 「山の港町」長井市・しごと創出イノベーション計画 ○

79 山形県 南陽市
耕作放棄地バンクを活用した醸造用ぶどう栽培プロ
ジェクト

○

80 山形県 山形県西置賜郡飯豊町 屋台村が促進する産業創出と町おこし ○

81 福島県 福島県 ふくしまイノベーション推進プロジェクト ○

82 福島県 福島県 過疎・中山間地域観光コンテンツ拡充事業 ○

83 福島県 福島市 公共交通と自転車による快適なまちづくり推進事業 ○

84 福島県 会津若松市
ＩＣＴを活用した永続的な支え合いの中山間地域づく
り計画

○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/073.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a073.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/074.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a074.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/075.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a075.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/076.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a076.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/077.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a077.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/078.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a078.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/079.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a079.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/080.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a080.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/081.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a081.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/082.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a082.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/083.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a083.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/084.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a084.pdf
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85 福島県 二本松市 魅せるだけの菊から稼げる菊づくりでのしごと創生 ○

86 福島県 伊達市
地元産木材を利用した子ども関連産業の構築（チル
ドレンズ・インダストリー）

○

87 福島県 福島県南会津郡下郷町 湯野上温泉を中心としたまちの賑わい創出事業 ○

88 福島県
福島県河沼郡会津坂下町及び大
沼郡会津美里町

結婚から子育てまで包括支援による若者定住のま
ちづくり計画

○

89 福島県 福島県西白河郡矢吹町
日本三大開拓地「矢吹」ブランド力強化と協働のま
ちづくりプロジェクト

○

90 福島県 福島県石川郡浅川町 若者定着、元気高齢者総活躍社会づくり計画 ○

91 茨城県 茨城県 第２のふるさと・いばらきプロジェクト推進事業 ○

92 茨城県
茨城県及び土浦市並びに茨城県
稲敷郡阿見町

水郷筑波・サイクリングによるまちづくりプロジェクト ○

93 茨城県
茨城県、結城市、笠間市及び桜川
市

いばらき伝統的工芸品産業イノベーション推進事業 ○

94 茨城県
茨城県、龍ケ崎市、牛久市及び稲
敷市並びに茨城県稲敷郡美浦村
及び阿見町

茨城版　持続可能な地域づくり～「広域公共交通
ネットワーク」プラス「小さな拠点」

○

95 茨城県 茨城県及び茨城県猿島郡境町 ＤＭＯ観光地域づくり推進事業 ○

96 茨城県 水戸市
まちなかブランディング「粋な水戸っぽまちづくり」プ
ロジェクト

○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/085.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a085.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/086.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a086.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/087.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a087.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/088.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a088.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/089.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a089.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/090.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a090.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/091.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a091.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/092.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a092.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/093.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a093.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/094.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a094.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/095.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a095.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/096.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a096.pdf


番号 都道府県
作成主体名
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第40回（後半）認定　地域再生計画の概要（都道府県別）

97 茨城県 日立市
ものづくり都市「日立市」　中小企業活性化・人材確
保計画

○

98 茨城県 日立市 ひたちＢＲＴによるコンパクトシティ形成計画 ○

99 茨城県 結城市 ＩＴ化推進による若者起業支援プロジェクト ○

100 茨城県 常陸太田市
自然を活かした「フォレストリゾート」推進による地域
活性化計画

○

101 茨城県 北茨城市
健康都市づくりによるヘルスケアビジネス創出支援
事業

○

102 茨城県 笠間市 市民力による歴史遺産活用まちづくりプロジェクト ○

103 茨城県 笠間市 日本一の栗の産地づくりプロジェクト ○

104 茨城県 潮来市 水郷潮来プライド米プロジェクト ○

105 茨城県 常陸大宮市
常陸大宮駅周辺の魅力と活気あふれる快適なまち
づくり

○

106 茨城県 那珂市 いい那珂暮らし魅力発信定住促進事業 ○

107 茨城県 鉾田市
ほこたグローカルブランディング事業　～官民協働
市民プロジェクト～

○

108 茨城県 茨城県東茨城郡大洗町 大洗学び舎プロジェクト ○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/097.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a097.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/098.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a098.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/099.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a099.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/100.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a100.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/101.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a101.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/102.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a102.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/103.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a103.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/104.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a104.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/105.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a105.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/106.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a106.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/107.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a107.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/108.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a108.pdf


番号 都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 計画書

第40回（後半）認定　地域再生計画の概要（都道府県別）

109 茨城県 茨城県久慈郡大子町 アートを活かしたまちづくり推進計画 ○

110 茨城県 茨城県稲敷郡河内町 「小さな拠点ネットワーク化事業」河内町再生計画 ○

111 茨城県 茨城県猿島郡境町
日本茶初輸出さしま茶ブランドの価値向上・発信事
業～産地５市町が連携して～

○

112 栃木県 栃木県及び栃木県那須郡那須町 とちぎ周遊観光の魅力強化計画 ○

113 栃木県 宇都宮市 街なかの新たな賑わいづくりによる地域創生事業 ○

114 栃木県 宇都宮市
農産物の販路拡大を通じた観光都市との交流によ
る都市ブランド力強化

○

115 栃木県 栃木市 栃木市中小企業・小規模企業の『稼ぐ力』再生計画 ○

116 栃木県 小山市及び那須塩原市 新幹線駅を軸とした移住・定住促進計画 ○

117 栃木県 真岡市
まちなかで楽しもう！地域資源を活かしたまちの賑
わい創出事業

○

118 栃木県 矢板市及び栃木県那須郡那須町
チャリ旅！　～矢板那須広域サイクルツーリズム事
業～

○

119 栃木県
那須烏山市及び栃木県塩谷郡高
根沢町

ＪＲ烏山線沿線まちづくり推進計画 ○

120 栃木県 栃木県河内郡上三川町
神の川からの贈り物を活用した農業・工業・商
業の総合的な再生計画

○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/109.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a109.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/110.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a110.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/111.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a111.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/112.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a112.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/113.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a113.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/114.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a114.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/115.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a115.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/116.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a116.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/117.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a117.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/118.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a118.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/119.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a119.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/120.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a120.pdf


番号 都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 計画書

第40回（後半）認定　地域再生計画の概要（都道府県別）

121 栃木県 栃木県芳賀郡益子町
里山ましこに「住みたい」「住んでよかった」
「ずっと住み続けたい」移住・定住プロジェク
ト

○

122 栃木県 栃木県芳賀郡芳賀町 ＬＲＴを活用した魅力的な生活拠点形成構想 ○

123 栃木県 栃木県塩谷郡高根沢町 ワンストップ！移住・定住・創業支援計画 ○

124 群馬県 群馬県 ぐんまの強みを活かした「しごと創生」 ○

125 群馬県 群馬県 群馬県「働き方改革推進」事業 ○

126 群馬県 群馬県及び安中市 「魅力あふれる観光県ぐんま」の推進 ○

127 群馬県 前橋市及び桐生市 赤城山観光振興のためのＤＭＯ振興計画 ○

128 群馬県 桐生市 既存ストックの活用による地方暮らしの推進 ○

129 群馬県 群馬県北群馬郡榛東村 榛東村産業リノベーションプラン ○

130 群馬県 群馬県多野郡上野村 持続可能な移住定住促進事業「ガンバ上野村」 ○

131 群馬県 群馬県佐波郡玉村町
東京圏の若者層シニア層の転職及び移住促進プ
ロジェクト

○

132 埼玉県 埼玉県 物産観光ブランド確立支援計画 ○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/121.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a121.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/122.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a122.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/123.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a123.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/124.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a124.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/125.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a125.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/126.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a126.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/127.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a127.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/128.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a128.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/129.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a129.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/130.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a130.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/131.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a131.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/132.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a132.pdf


番号 都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 計画書

第40回（後半）認定　地域再生計画の概要（都道府県別）

133 埼玉県 さいたま市
東日本交流プラットフォーム創出による東日本
の活性化計画

○

134 埼玉県 行田市 「足袋のまち行田」活性化プロジェクト ○

135 埼玉県 所沢市
「ＣＯＯＬ　ＪＡＰＡＮ　ＦＯＲＥＳＴ構想」
推進事業

○

136 埼玉県 所沢市 産学官連携「トコろん健幸プロジェクト」 ○

137 埼玉県 東松山市
９０，０００市民総活躍による持続可能なまち
づくり事業

○

138 埼玉県 上尾市 「ものづくりのまち上尾」推進事業 ○

139 埼玉県 三郷市
みさとウェルネスサポート働く力・育てる力創
出再生計画

○

140 埼玉県 蓮田市 「はすだＦｕｔｕｒｅプロジェクト」 ○

141 埼玉県 埼玉県北足立郡伊奈町
い～な「夢のある街づくりプロジェクト」～潜
在資源を磨き上げ人の集うまちをめざして～

○

142 埼玉県 埼玉県入間郡毛呂山町 空き家活用定住促進事業 ○

143 埼玉県 埼玉県入間郡毛呂山町 ワンストップ健康いきがいづくり事業 ○

144 埼玉県 埼玉県比企郡吉見町
ＡＬＬ吉見農産物６次産業化ＳＣＡＬＥ―ＵＰ
事業

○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/133.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a133.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/134.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a134.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/135.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a135.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/136.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a136.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/137.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a137.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/138.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a138.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/139.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a139.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/140.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a140.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/141.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a141.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/142.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a142.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/143.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a143.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/144.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a144.pdf


番号 都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 計画書

第40回（後半）認定　地域再生計画の概要（都道府県別）

145 埼玉県 埼玉県比企郡鳩山町
鳩山町「生涯活躍のまち」構想推進による住宅
団地アクティブ化計画

○

146 埼玉県 埼玉県比企郡鳩山町
生活・観光共生型交通ネットワークによる集落
生活圏の維持・活性化計画

○

147 千葉県 千葉県
千葉県”一人ひとりの働きたい”をかなえる
「働き方改革」推進計画

○

148 千葉県 千葉県 千葉県健康・医療ものづくり推進計画 ○

149 千葉県 千葉県
ちば・いちご産地活性化計画 ～新品種の特性を
生かした地域活力向上～

○

150 千葉県 銚子市
ヘルス＆スポーツツーリズムを軸とした観光戦
略推進事業

○

151 千葉県 東金市 インターネットメディア局整備計画 ○

152 千葉県 香取市
薪需要の創出による低炭素社会の確立、林業の
振興及び雇用の創出実証事業

○

153 千葉県 千葉県印旛郡栄町 コスプレを活用した地域経済活性化事業計画 ○

154 千葉県 千葉県長生郡長生村 八積駅を中心とした持続可能なまちづくり事業 ○

155 千葉県 千葉県長生郡長南町
地域と大学を結ぶ拠点「渡邉辰五郎記念ミュー
ジアム」を核とした「よみがえれ！歴史の町・
長南宿」プロジェクト

○

156 東京都 府中市
市有財産の活用による中心市街地活性化に向け
たまちづくり推進事業

○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/145.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a145.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/146.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a146.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/147.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a147.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/148.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a148.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/149.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a149.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/150.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a150.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/151.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a151.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/152.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a152.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/153.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a153.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/154.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a154.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/155.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a155.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/156.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a156.pdf


番号 都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 計画書

第40回（後半）認定　地域再生計画の概要（都道府県別）

157 東京都 小金井市
江戸東京でおもてなし事業　～江戸東京テーマ
の滞在型ビジネスの創出～

○

158 東京都 小平市
東京郊外型就労推進事業と連携した創業支援に
よる地域のにぎわい事業

○

159 東京都 日野市
日野市郊外都市地域循環型生涯活躍のまち推進
事業

○

160 東京都 東村山市
地方の中小企業のための首都圏進出拠点並びに
若者等による起業の拠点形成支援事業

○

161 東京都 狛江市
音楽に包まれるコンパクトシティ「音楽の街‐
狛江」推進事業計画

○

162 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

○

163 神奈川県 神奈川県 かながわシープロジェクト推進事業 ○

164 神奈川県 神奈川県 宮ヶ瀬湖周辺地域活性化計画 ○

165 神奈川県 神奈川県 神奈川の歴史を核とした観光振興事業 ○

166 神奈川県
神奈川県、横須賀市、鎌倉市、
逗子市及び三浦市並びに神奈川
県三浦郡葉山町

三浦半島魅力最大化プロジェクト推進事業 ○

167 神奈川県

神奈川県、小田原市及び南足柄
市並びに神奈川県足柄上郡中井
町、大井町、松田町、山北町及
び開成町並びに足柄下郡箱根
町、真鶴町及び湯河原町

県西地域活性化プロジェクト推進事業 ○

168 神奈川県 川崎市
先進的な木材利用技術を活かしたＷｏｏｄ‐Ｅ
ｄｕｃａｔｉｏｎ推進事業

○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/157.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a157.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/158.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a158.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/159.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a159.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/160.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a160.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/161.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a161.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/162.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a162.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/163.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a163.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/164.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a164.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/165.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a165.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/166.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a166.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/167.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a167.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/168.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a168.pdf
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169 神奈川県 川崎市 ＩＣＴ産業連携促進事業 ○

170 神奈川県 神奈川県中郡二宮町 安心して住み続けられる地域再生計画 ○

171 神奈川県 神奈川県足柄上郡松田町
女性が輝き活躍する コンパクトシティ 創生事
業

○

172 新潟県 新潟県 にいがた観光・産業振興総合計画 ○

173 新潟県 新潟市
感動を食べよう！～にいがたガストロノミー
ツーリズム～

○

174 新潟県 新潟市 航空機産業とＩＣＴ活用による地域活性化計画 ○

175 新潟県 十日町市
へぎそばを軸とした「農業」「きもの産業」
「観光」の連携による地域再生

○

176 新潟県 佐渡市
「歴史と文化が薫る島　佐渡」体験プロジェク
ト

○

177 新潟県 南魚沼市
「住まう歓びを感じるまち　南魚沼」実現プロ
ジェクト

○

178 富山県 富山県
移住・ＵＩＪターン・就職は『やっぱり富山』
大作戦

○

179 富山県 富山県
「まち」「ひと」「みらい」をつなぐ富山型グ
ローカル交通ネットワーク形成事業

○

180 富山県

富山県、富山市、高岡市、魚津
市、氷見市、滑川市、黒部市、
砺波市、小矢部市、南砺市及び
射水市並びに富山県中新川郡舟
橋村、上市町及び立山町並びに
富山県下新川郡入善町及び朝日
町

「海のあるスイス」をめざすＡＬＬ富山観光プ
ロジェクト～マーケティングとブランディング
による選ばれ続ける観光地づくり～

○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/169.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a169.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/170.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a170.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/171.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a171.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/172.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a172.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/173.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a173.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/174.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a174.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/175.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a175.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/176.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a176.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/177.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a177.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/178.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a178.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/179.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a179.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/180.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a180.pdf
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181 富山県 富山市
Ｔｏｙａｍａ　Ｔｏｗｎ　Ｔｒｅｋｋｉｎｇ
Ｓｉｔｅ

○

182 富山県 富山市 交通空間の利活用交流推進事業 ○

183 富山県 黒部市
プラネタリウム映画作品を活用した独自プロ
モーション戦略

○

184 富山県 小矢部市
見て来て体験！メルヘンおやべまるごとブラッ
シュアップ計画

○

185 富山県 小矢部市 小矢部型稼げる農業創造計画 ○

186 富山県 南砺市 エコビレッジプロジェクト ○

187 富山県 富山県中新川郡舟橋村 子育て共助のまちづくりモデル事業 ○

188 富山県 富山県中新川郡立山町 まちのど真ん中で活力創出人材育成事業計画 ○

189 富山県 富山県下新川郡朝日町
町の価値を生み出す　変えるんです、朝日町再
生計画

○

190 石川県 石川県 製造業と連携した林業の成長産業化計画 ○

191 石川県 金沢市及び白山市
地域の文化・産業を活かした外国人旅行者誘客
推進事業～観光立国ショーケースの実現に向け
た外国人受入環境の強化～

○

192 石川県 小松市 地域産業の成長に向けた一貫した人材育成事業 ○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/181.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a181.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/182.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a182.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/183.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a183.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/184.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a184.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/185.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a185.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/186.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a186.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/187.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a187.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/188.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a188.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/189.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a189.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/190.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a190.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/191.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a191.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/192.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a192.pdf


番号 都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 計画書

第40回（後半）認定　地域再生計画の概要（都道府県別）

193 石川県 羽咋市
「静脈産業」と連携した自然栽培次世代就農者
自立モデル構築計画

○

194 福井県 福井県 ふくいの産業競争力向上計画 ○

195 福井県 福井県 ふくいの地域資源活用促進計画 ○

196 福井県 福井市
三里浜砂丘地の産地再生から始まる 若者が希望
を持って就業できる農業の実現プロジェクト

○

197 福井県 小浜市
「御食国若狭と鯖街道」交流ネットワーク推進
計画

○

198 福井県 越前市 伝統工芸産地活性化事業 ○

199 山梨県 山梨県北都留郡小菅村
流域ＤＭＯを核とした１／２村民・１／３村民
創出のための地域再生計画

○

200 長野県
長野県及び飯田市並びに長野県
北安曇郡白馬村

中・高校生によるＲＥＳＡＳを活用した地方創
生のための探究型学習推進計画

○

201 長野県 長野県及び南信州広域連合
長野県航空機産業集積化による地域イノベー
ションの創出計画

○

202 長野県 松本市
松本ヘルス・ラボを中心としたヘルスケア産業
創出事業計画

○

203 長野県 飯田市 遠山郷の若者の思い実現プロジェクト ○

204 長野県 諏訪市 ＳＵＷＡクリエイティブシティ化戦略 ○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/193.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a193.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/194.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a194.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/195.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a195.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/196.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a196.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/197.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a197.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/198.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a198.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/199.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a199.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/200.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a200.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/201.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a201.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/202.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a202.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/203.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a203.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/204.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a204.pdf
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205 長野県 小諸市
有害鳥獣のシカから雇用を生み出す、シカ肉
ペットフード化計画

○

206 長野県 伊那市 「信州そば発祥の地」ブランド力向上事業計画 ○

207 長野県 中野市
稼ぐ農業の実現に向けた「信州なかの」ブラン
ド構築プロジェクト

○

208 長野県
大町市並びに長野県北安曇郡白
馬村及び小谷村

北アルプスエリア「世界から選ばれる」山岳観
光地構築事業

○

209 長野県 飯山市
北陸新幹線飯山駅開業を活かした、まち・ひ
と・しごと創生～飯山市菜の花公園の地域観光
資源創生計画

○

210 長野県
安曇野市並びに長野県北安曇郡
池田町及び松川村

安曇野地域（安曇野市・池田町・松川村）農産
物／特産品輸出と外国人旅行者誘致事業計画

○

211 長野県 長野県南佐久郡小海町
地域資源を活かした憩うまち形成による地域活
性化計画

○

212 長野県
長野県南佐久郡川上村及び南牧
村

地域ブランディングと観光資源開発による観光
産業活性化のための地域再生計画

○

213 長野県 長野県諏訪郡原村 魅力ある農業をみんなで育て再生する事業 ○

214 長野県 長野県上伊那郡箕輪町 箕輪町・東京特別区（豊島区）交流推進計画 ○

215 長野県 長野県下伊那郡高森町
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

○

216 長野県 長野県下伊那郡喬木村 小さな拠点ネットワーク形成事業 ○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/205.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a205.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/206.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a206.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/207.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a207.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/208.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a208.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/209.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a209.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/210.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a210.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/211.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a211.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/212.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a212.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/213.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a213.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/214.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a214.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/215.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a215.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/216.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a216.pdf


番号 都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 計画書

第40回（後半）認定　地域再生計画の概要（都道府県別）

217 長野県 長野県木曽郡南木曽町 地域資源を活用した雇用創出・定住促進計画 ○

218 長野県 長野県東筑摩郡山形村 学びで結ぶ　子育て支援事業計画 ○

219 長野県 長野県上高井郡小布施町 協働と交流による地域の魅力化プロジェクト ○

220 長野県
長野県上高井郡小布施町及び上
水内郡飯綱町

しごとの創業・交流拠点整備事業計画 ○

221 長野県 長野県上水内郡飯綱町
住み慣れた地域に住み続けられる町（小さな拠
点）形成事業

○

222 長野県 長野県上水内郡飯綱町 飯綱町版生涯活躍のまち推進事業計画 ○

223 岐阜県 岐阜県 地域を支える人の定着としごとの創出拡大事業 ○

224 岐阜県 岐阜県 ぎふ・歴史街道観光推進事業 ○

225 岐阜県 岐阜県及び美濃市 美濃和紙ブランドの価値向上・発信事業 ○

226 岐阜県 高山市
インキュベーション推進によるまちの活力増進
計画

○

227 岐阜県 多治見市
ネットワーク化（公共交通網の充実）と賑わい
創出（健康づくり、スポーツ事業）を通じたコ
ンパクトシティ形成の促進

○

228 岐阜県 中津川市 地域づくり活動支援事業 ○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/217.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a217.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/218.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a218.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/219.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a219.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/220.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a220.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/221.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a221.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/222.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a222.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/223.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a223.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/224.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a224.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/225.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a225.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/226.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a226.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/227.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a227.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/228.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a228.pdf
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（地方公共団体名）
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229 岐阜県 中津川市 特産品販売促進事業 ○

230 岐阜県 美濃市
美濃清流なまずによるおいしいもの創出事業計
画

○

231 岐阜県 羽島市 尾州産地ブランド力強化再生計画 ○

232 岐阜県 恵那市
「都市部企業のサテライトオフィス誘致を通じ
たテレワーク推進による雇用創出」再生計画

○

233 岐阜県 瑞穂市及び岐阜県安八郡安八町
公共交通広域化による穂積駅圏域拠点化構想推
進計画

○

234 岐阜県 下呂市
ふるさと納税を活用した女性の働き方改革推進
事業

○

235 岐阜県 海津市
滞在型周遊ルートの確立に向けた、主要観光資
源のブラッシュアップ及びパッケージ化計画

○

236 岐阜県 岐阜県揖斐郡大野町 「道の駅」を核とした地域再生計画 ○

237 岐阜県 岐阜県揖斐郡池田町
１００歳まで働ける「ＢＡＢＡラボ　岐阜池
田」創出事業

○

238 静岡県 静岡市 就活よろず支援体制強化計画 ○

239 静岡県 静岡市 海洋産業クラスター形成計画 ○

240 静岡県 静岡市 生涯活躍のまち静岡構想推進計画 ○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/229.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a229.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/230.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a230.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/231.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a231.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/232.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a232.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/233.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a233.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/234.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a234.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/235.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a235.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/236.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a236.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/237.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a237.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/238.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a238.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/239.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a239.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/240.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a240.pdf
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地域再生計画の名称 計画書
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241 静岡県 熱海市 熱海型ＤＭＯ推進事業 ○

242 静岡県 掛川市 競争力のあるオリーブ産地創り事業 ○

243 静岡県 御殿場市
御殿場市地方創生魅力創造スポーツタウン充実
事業

○

244 愛知県 愛知県
若者を呼び込む雇用創出・定着促進プロジェク
ト

○

245 愛知県 愛知県 東三河魅力創造発信プロジェクト ○

246 愛知県 名古屋市 中小企業魅力発信・人材確保支援事業 ○

247 愛知県 名古屋市
女性活躍、ワーク・ライフ・バランスの推進に
よるナゴヤの活性化

○

248 愛知県 一宮市 尾州テキスタイル産業再生計画 ○

249 愛知県 津島市
寺院と町家を活用した滞在型観光による地域再
生計画

○

250 愛知県 津島市
みんなで支えあうコミュニティリノベーション
計画

○

251 愛知県
刈谷市、知立市及び高浜市並び
に愛知県知多郡東浦町

地域・情報・人のネットワークづくりによる安
全・安心な地域社会の創生

○

252 愛知県 知立市
知立市版ＣＣＲＣ（インターナショナルＣＣＲ
Ｃ）事業　高齢者×外国人＝誰もが安心して暮
らせる街

○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/241.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a241.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/242.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a242.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/243.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a243.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/244.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a244.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/245.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a245.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/246.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a246.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/247.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a247.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/248.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a248.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/249.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a249.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/250.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a250.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/251.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a251.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/252.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a252.pdf
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253 愛知県 豊明市
地域ブランド「とよあけ花マルシェ」推進事業
計画

○

254 愛知県 愛西市
愛西市版コンパクトシティ新規交通ネットワー
クでまちの賑わいや活力の再興を図る計画

○

255 愛知県 愛知県知多郡東浦町 だれもが安心安全なコンパクトなまち創出事業 ○

256 愛知県 愛知県額田郡幸田町 自動走行技術深化事業 ○

257 三重県 三重県
サミットのレガシーを生かした交流人口の拡大
によるしごとの創出

○

258 三重県 鈴鹿市
障がい者就労農福連携事業（障がい者の新たな
ビジネスモデルの拡充・自立事業）

○

259 三重県 伊賀市
ひとが輝く・地域が輝くシティプロモーション
事業

○

260 三重県 伊賀市
Ｕターンを視野に入れたＩＧＡＭＯＮＯ（伊賀
者）育成促進事業

○

261 滋賀県 滋賀県
琵琶湖モデル・水環境ビジネス推進プロジェク
ト

○

262 滋賀県
滋賀県、大津市、草津市、守山
市、高島市、東近江市及び米原
市

ビワイチ推進プロジェクト ○

263 滋賀県 甲賀市 「甲賀流」ＤＭＯ地域再生計画 ○

264 滋賀県 甲賀市 「甲賀流」女性の活躍再生計画 ○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/253.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a253.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/254.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a254.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/255.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a255.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/256.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a256.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/257.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a257.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/258.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a258.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/259.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a259.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/260.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a260.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/261.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a261.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/262.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a262.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/263.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a263.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/264.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a264.pdf


番号 都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 計画書

第40回（後半）認定　地域再生計画の概要（都道府県別）

265 滋賀県 甲賀市
農商工芸連携による「甲賀流」ビジネスモデル
再生計画

○

266 滋賀県 滋賀県愛知郡愛荘町
あいしょう版『スポーツ×健康づくり×地域づ
くり』推進計画

○

267 滋賀県 滋賀県犬上郡豊郷町 豊郷町地域再生計画 ○

268 京都府

京都府、舞鶴市、綾部市、城陽
市、向日市、八幡市、京田辺
市、京丹後市、南丹市及び木津
川市並びに京都府乙訓郡大山崎
町、綴喜郡井手町、相楽郡和束
町並びに与謝郡与謝野町

京都府における共生社会の推進及び地場産業振
興による地域再生計画

○

269 京都府 亀岡市
「亀岡まるごとガーデン・ミュージアム」プロ
ジェクト

○

270 京都府 亀岡市
「森の京都」における亀岡エリア地域活性化プ
ロジェクト

○

271 京都府 木津川市 「健幸きづがわ」推進プロジェクト ○

272 京都府 京都府船井郡京丹波町
京丹波映画の里づくりプロジェクト～負の遺産
を活用したまちづくり～

○

273 大阪府 大阪府 女性・若者働き方改革推進計画 ○

274 大阪府 大阪市
グローバルイノベーション創出支援及びサイ
バーフィジカルシステム（ＣＰＳ）を活用した
ビジネス創出事業

○

275 大阪府 池田市
まちづくり・観光マネジメント組織（仮称：池
田版ＤＭＯ）によるコンパクトシティの活性化

○

276 大阪府 茨木市
Ｄｏ Ｉｔ Оｕｒｓｅｌｖｅｓ　「リノベのい
ばらき」プロジェクト

○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/265.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a265.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/266.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a266.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/267.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a267.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/268.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a268.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/269.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a269.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/270.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a270.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/271.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a271.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/272.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a272.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/273.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a273.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/274.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a274.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/275.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a275.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/276.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a276.pdf


番号 都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 計画書

第40回（後半）認定　地域再生計画の概要（都道府県別）

277 大阪府 泉佐野市
関空立国ショーケース化計画　～関西国際空港
から広がる地方創生～

○

278 大阪府 和泉市
美術館を核とした賑わい創出・交流人口拡大事
業

○

279 大阪府 大阪府泉北郡忠岡町 忠岡町ブランド創造計画 ○

280 兵庫県
兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎
市及び西宮市

若者定着・還流プロジェクト ○

281 兵庫県 兵庫県及び兵庫県美方郡香美町 ひょうごの地域力、事業力強化プロジェクト ○

282 兵庫県 兵庫県 ひょうご大交流プロジェクト ○

283 兵庫県 神戸市 神戸市仕事・子育て両立支援事業 ○

284 兵庫県
神戸市、洲本市、芦屋市及び淡
路市

「モダニズム」＆「ネイチャー」による２市１
島プロモーション

○

285 兵庫県
姫路市及び加西市並びに兵庫県
神崎郡神河町及び佐用郡佐用町

東京オリンピック・パラリンピックの効果が次
世代に引き継がれるレガシーの創出

○

286 兵庫県 加古川市
子育てオフィス等の設置による加古川流『働き
方改革』推進事業

○

287 兵庫県 南あわじ市
松帆銅鐸を活用した郷土愛の醸成と地域経済の
活性化

○

288 兵庫県 朝来市 住みたい田舎移住促進プロジェクト ○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/277.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a277.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/278.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a278.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/279.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a279.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/280.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a280.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/281.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a281.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/282.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a282.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/283.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a283.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/284.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a284.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/285.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a285.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/286.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a286.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/287.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a287.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/288.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a288.pdf


番号 都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 計画書

第40回（後半）認定　地域再生計画の概要（都道府県別）

289 兵庫県 兵庫県神崎郡神河町 シングルマザー移住支援事業 ○

290 奈良県 奈良県及び天理市
歴史文化資源を核とした文化・芸術振興の拠点
づくりプロジェクト

○

291 奈良県 奈良県
「働いて良し」を実現する人材の還流確保と働
き方改革

○

292 奈良県 天理市及び奈良県磯城郡川西町
働き方改革による、安心して産み・育て・働け
るまちづくり

○

293 奈良県 奈良県生駒郡三郷町
地域特性や地域資源を活用した新たなまちづく
り事業

○

294 奈良県 奈良県生駒郡斑鳩町
世界遺産「法隆寺」のある斑鳩の歴史的資源を
生かした創業促進計画

○

295 奈良県 奈良県高市郡高取町
高取町　漢方を活かしたメディカルツーリズム
の推進

○

296 奈良県 奈良県北葛城郡上牧町 多世代交流を核とした生涯活躍のまち構想 ○

297 奈良県 奈良県北葛城郡王寺町 王寺町子育てママ就労促進計画 ○

298 奈良県 奈良県北葛城郡広陵町
家族のかたちがココに　～広陵Ｃｏｕｎｔｒｙ
プロジェクト～

○

299 奈良県 奈良県北葛城郡広陵町
｢活力あふれるまちづくり｣ブランド戦略展開事
業

○

300 和歌山県 田辺市
世界遺産と世界の偉人の魅力発信による未来へ
つながる「しごと」創生計画

○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/289.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a289.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/290.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a290.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/291.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a291.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/292.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a292.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/293.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a293.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/294.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a294.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/295.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a295.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/296.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a296.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/297.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a297.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/298.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a298.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/299.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a299.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/300.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a300.pdf


番号 都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 計画書

第40回（後半）認定　地域再生計画の概要（都道府県別）

301 和歌山県 和歌山県日高郡由良町 由良町の産業を支える紀伊水道銀行整備計画 ○

302 和歌山県 和歌山県西牟婁郡上富田町 きらりくちくまの健康増進計画 ○

303 鳥取県 鳥取県
とっとりフードバレー（豊かな食と技術の集積
地）形成プロジェクト

○

304 鳥取県 鳥取県 「木づかいの国とっとり」推進プロジェクト ○

305 鳥取県 鳥取県
～「新たな空のステージ」への挑戦～　「空の
駅」推進事業

○

306 鳥取県 鳥取県八頭郡若桜町及び八頭町 地域の宝・若桜鉄道を活用した観光推進事業 ○

307 鳥取県 鳥取県八頭郡八頭町 イノベーター創造地域創出事業 ○

308 鳥取県 鳥取県東伯郡湯梨浜町
むら全体が「海の駅」～小さなまちから発信す
る、魅力あふれるまちづくり～

○

309 鳥取県 鳥取県東伯郡琴浦町 かがやけ琴浦新産業創出戦略計画 ○

310 島根県 出雲市
夢を紡ぎ 人をつなぐ出雲歴史プロジェクト　～
まだ知らぬ出雲の宝 磨き上げ 未来と人をつな
げよう～

○

311 岡山県 岡山県
新たな市場を切り開け！元気な地域企業創出に
よる地域活性化計画

○

312 岡山県 岡山県
おかやまＣＬＴリーディングプロジェクト等に
よる地域活性化計画

○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/301.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a301.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/302.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a302.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/303.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a303.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/304.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a304.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/305.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a305.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/306.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a306.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/307.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a307.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/308.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a308.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/309.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a309.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/310.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a310.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/311.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a311.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/312.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a312.pdf
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313 岡山県 岡山市
「岡山で働きたい！」企業の魅力“創出・発
信・発見”プロジェクト

○

314 岡山県 倉敷市 アニメ映画を活用した観光振興計画 ○

315 岡山県 笠岡市 地域を愛する強いきずなづくり推進計画 ○

316 岡山県 笠岡市 歩いて暮らせる笠岡駅周辺にぎわい創生計画 ○

317 岡山県 高梁市 官民協働による移住サポート体制整備計画 ○

318 岡山県 新見市
～ふるさと就職支援～　新見市後継者確保促進
計画

○

319 岡山県 備前市 来ーるＢＩＺＥＮ　ＣＯＯＬ ＢＩＺＥＮ ○

320 岡山県 赤磐市
あかいわに戻ろうプロジェクトⅢ～住むなら
“やっぱり・あかいわ”～

○

321 岡山県 赤磐市 あかいわ農と食のモノづくり創業支援事業 ○

322 岡山県 真庭市 木材産業クラスター事業 ○

323 岡山県 岡山県和気郡和気町
「住居」と「しごと」をセットにした住民にも
移住者にもやさしいまちづくり計画

○

324 岡山県 岡山県久米郡久米南町
しごとモデル創生と活動人口の確保を実現する
「ひと」が育つまちづくり

○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/313.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a313.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/314.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a314.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/315.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a315.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/316.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a316.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/317.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a317.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/318.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a318.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/319.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a319.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/320.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a320.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/321.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a321.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/322.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a322.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/323.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a323.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/324.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a324.pdf


番号 都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 計画書

第40回（後半）認定　地域再生計画の概要（都道府県別）

325 広島県 呉市 呉地域まるごとインバウンド再生計画 ○

326 広島県 福山市
ＦＵＫＵＹＡＭＡ　ＷＯＭＡＮ　プロジェクト
～もっと輝く，再び輝く，ずっと輝く～

○

327 広島県 府中市
ものづくり産業の競争力強化のための販路拡
大・人材確保促進事業

○

328 広島県 三次市 オール三次観光まちづくり推進計画 ○

329 広島県 庄原市
庄原さとやま体験による地域をつなぐ観光交流
促進プロジェクト

○

330 広島県 東広島市 「吟醸酒のふるさと」創生事業 ○

331 広島県 広島県山県郡安芸太田町
安芸太田町版「生涯活躍のまち」構想実現化事
業

○

332 広島県 広島県山県郡安芸太田町
特別名勝「三段峡」と「食」のブランディング
プロジェクト

○

333 広島県 広島県豊田郡大崎上島町 教育の島創造事業 ○

334 山口県 山口県 農林水産業の成長産業化支援事業 ○

335 山口県 下関市
さいこう（最高・再興・再光）地域資源！プロ
ジェクト

○

336 山口県
宇部市、山口市、防府市及び美
祢市

山口広域観光地域づくり推進事業 ○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/325.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a325.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/326.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a326.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/327.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a327.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/328.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a328.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/329.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a329.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/330.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a330.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/331.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a331.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/332.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a332.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/333.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a333.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/334.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a334.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/335.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a335.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/336.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a336.pdf


番号 都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 計画書

第40回（後半）認定　地域再生計画の概要（都道府県別）

337 山口県 山口市 やまぐちクリエイティブ人材育成事業 ○

338 山口県 山口市 山口市生涯活躍のまち構想推進計画 ○

339 山口県 防府市 女性の活躍応援・人材確保支援事業 ○

340 山口県 周南市
市民のチカラで社会・経済的インパクトの創
出！周南市共創プロジェクト事業

○

341 徳島県
徳島県及び徳島市並びに徳島県
板野郡藍住町

とくしま新未来産業のブランド創出とグローバ
ル展開戦略

○

342 徳島県 徳島市 女性・若者活躍促進事業 ○

343 徳島県 徳島市 賑わいコンパクトシティ形成事業 ○

344 徳島県 美馬市
「農林業×伝統工芸×観光」連携美馬市再生計
画

○

345 徳島県 美馬市
地方創生人材育成による「うだつの町並み」空
き家・空き店舗再生計画

○

346 徳島県 徳島県勝浦郡勝浦町 おひなさまの町　ほどほどな田舎に移住定住 ○

347 徳島県 徳島県名西郡石井町 「住みたいまち石井」創生プロジェクト ○

348 徳島県 徳島県那賀郡那賀町 農村舞台を中心とした観光産業再生計画 ○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/337.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a337.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/338.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a338.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/339.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a339.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/340.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a340.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/341.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a341.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/342.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a342.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/343.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a343.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/344.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a344.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/345.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a345.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/346.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a346.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/347.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a347.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/348.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a348.pdf


番号 都道府県
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（地方公共団体名）
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349 香川県 香川県
「若者よ、かがわで働こう」かがわの企業魅力
発信計画

○

350 香川県 香川県 観光香川誘客促進・満足度向上計画 ○

351 愛媛県 愛媛県
人口減少社会に立ち向かう！働き方改革等を軸
とするエヒメ県民総活躍社会の実現化事業

○

352 愛媛県 松山市 多様な働き方と仕事づくり推進事業 ○

353 愛媛県 松山市
魅力ある「まつやま農業」創出事業　～生産・
流通・販売そして全国展開へ～

○

354 愛媛県 宇和島市 廃校利用プロジェクト ○

355 愛媛県 宇和島市 ロンジェビティタウンうわじま構想 ○

356 愛媛県 西条市
地域産業資源を活用した競争力強化・新産業創
出プロジェクト

○

357 愛媛県 東温市
“奇跡の劇場”が世界を変える！アート・ヴィ
レッジ「とうおん」創生事業

○

358 高知県 須崎市
日本一健康長寿のまちを目指した産学官民連携
プロジェクト

○

359 高知県
高知県長岡郡本山町及び大豊町
並びに土佐郡土佐町及び大川村

四国のてっぺんで「本物体験」「田舎で泊ま
る」「魅力ある食」アウトドア活動

○

360 高知県 高知県土佐郡大川村
最少人口の村　大川村４００人の村民を守り抜
くプロジェクト

○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/349.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a349.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/350.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a350.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/351.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a351.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/352.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a352.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/353.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a353.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/354.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a354.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/355.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a355.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/356.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a356.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/357.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a357.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/358.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a358.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/359.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a359.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/360.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a360.pdf


番号 都道府県
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（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 計画書

第40回（後半）認定　地域再生計画の概要（都道府県別）

361 福岡県 福岡県
大規模国際スポーツ大会を契機としたスポーツ
の振興及び地域の活性化

○

362 福岡県 福岡県及び久留米市
福岡県バイオ産業創出事業　～政府関係機関の
移転～

○

363 福岡県 北九州市
「そうだ！北九州で働こう」若者の地元就職促
進計画

○

364 福岡県 北九州市
住むなら北九州市！　北九州市版生涯活躍のま
ち

○

365 福岡県 福岡市及び糸島市 アクティブシニアの生涯現役さきがけ事業 ○

366 福岡県
飯塚市及び嘉麻市並びに福岡県
嘉穂郡桂川町

つながる地域ＩｏＴリーダー育成事業 ○

367 福岡県
田川市並びに福岡県田川郡香春
町、添田町、糸田町、川崎町、
大任町、赤村及び福智町

日本版ＤＭＯの設立による稼げる観光地創生 ○

368 福岡県 豊前市 「うみてらす豊前」を拠点とした地域間交流 ○

369 福岡県 糸島市 糸島市しごと創生総合事業 ○

370 福岡県 糸島市
「糸島暮らしのブランド化」推進移住支援プロ
ジェクト

○

371 福岡県 福岡県遠賀郡遠賀町
官民連携によるコンパクトシティを見据えた遠
賀地所プロジェクト

○

372 福岡県 福岡県朝倉郡東峰村
トーキコーディネータープロジェクト（地域商
社）

○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/361.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a361.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/362.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a362.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/363.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a363.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/364.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a364.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/365.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a365.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/366.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a366.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/367.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a367.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/368.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a368.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/369.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a369.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/370.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a370.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/371.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a371.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/372.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a372.pdf


番号 都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 計画書

第40回（後半）認定　地域再生計画の概要（都道府県別）

373 福岡県 福岡県朝倉郡東峰村 東峰村イッピンプロジェクト計画 ○

374 福岡県 福岡県田川郡添田町
喰うか喰われるか～添田ジビエで拓く新産業創
出Ｐｒｏｊｅｃｔ～

○

375 福岡県 福岡県田川郡川崎町 川崎町郷土愛育成プログラム推進計画 ○

376 福岡県 福岡県田川郡大任町 ｏＴｏブランド名品開発推進計画 ○

377 佐賀県 佐賀県
「外出（歩行）促進」×「公共交通利用促進」
事業

○

378 佐賀県 佐賀県
「農」を中心とした人・仕事・地域・都市と農
村との循環づくり事業

○

379 佐賀県 佐賀県西松浦郡有田町 ありた「半農半陶」推進計画 ○

380 長崎県 壱岐市 新形態の産業支援による地域経済活性化計画 ○

381 熊本県 熊本県 くまもと版ＤＭＯ推進プロジェクト ○

382 熊本県 熊本県
がんばるけん！くまもとけん！企業再生・復興
担い手確保プロジェクト

○

383 熊本県 熊本県
自然共生型産業を核としたローカルイノベー
ションプロジェクト

○

384 熊本県 熊本県 フードバレー地域商社創設推進プロジェクト ○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/373.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a373.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/374.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a374.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/375.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a375.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/376.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a376.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/377.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a377.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/378.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a378.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/379.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a379.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/380.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a380.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/381.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a381.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/382.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a382.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/383.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a383.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/384.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a384.pdf


番号 都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 計画書

第40回（後半）認定　地域再生計画の概要（都道府県別）

385 熊本県
熊本県及び熊本県阿蘇郡南小国
町

阿蘇草原再生・しごと創生プロジェクト ○

386 熊本県 八代市
海外クルーズ船寄港を活かした観光・物産プロ
ジェクト

○

387 熊本県 八代市
八代圏域ツナガルインターンシッププロジェク
ト

○

388 熊本県 玉名市
キラリかがやけ玉名市創生計画～熊本県北にお
ける交流拠点都市を目指して～

○

389 熊本県 菊池市 『癒しの里』推進事業 ○

390 熊本県 上天草市 上天草市「ヘルＳＥＡアイランド」づくり事業 ○

391 熊本県 宇城市
集落人口ビジョン・集落版総合戦略の策定によ
る地域づくりのＰＤＣＡ確立事業

○

392 熊本県 天草市
稼ぐ力で自立するハイブリッドビジネスサポー
トシステムの構築による日本の宝島「天草」の
再生

○

393 熊本県 熊本県菊池郡菊陽町 きくよう健康ビジネス起業化プロジェクト ○

394 熊本県 熊本県球磨郡水上村
地域産物を活用した村民の生活を支える力強い
産業再生計画

○

395 大分県 別府市
別府は地球の中心・ＦＩＴはＢＥＰＰＵをめざ
す―インバウンド観光の創造的復興に向けて

○

396 大分県 別府市
別府人よ！竹産業に燦燦たる光を浴びせよ―別
府竹細工の創造的復興をめざして

○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/385.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a385.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/386.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a386.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/387.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a387.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/388.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a388.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/389.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a389.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/390.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a390.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/391.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a391.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/392.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a392.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/393.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a393.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/394.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a394.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/395.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a395.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/396.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a396.pdf


番号 都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 計画書

第40回（後半）認定　地域再生計画の概要（都道府県別）

397 大分県 日田市
ジビエでつなぐ森とまち「ひたジビエ」ブラン
ド化事業

○

398 大分県 臼杵市
医療・福祉・介護ＩＣＴと地域コミュニティの
充実による「うすき暮らし推進プロジェクト」

○

399 大分県 津久見市
観光ＤＭＯ機能推進のための「まちづくり組
織」と「地方創生人材」育成事業

○

400 大分県 竹田市
竹田アグリツアービュークリエーション事業
「九州竹田市産ホップ栽培への挑戦」

○

401 大分県
豊後高田市、杵築市及び国東市
並びに大分県東国東郡姫島村

広域連携アンテナショップ事業 ○

402 大分県 豊後高田市
パーフェクトビーチを核とした里海ヘルスツー
リズム計画

○

403 大分県 杵築市
地域の魅力度アップが人を呼び込む「生涯生産
者」のまちづくり

○

404 大分県 由布市
神楽でつなぐ庄内地域「移住・交流・元気創
出」プロジェクト

○

405 大分県 大分県玖珠郡九重町 九重町まち・ひと・しごと総合戦略計画 ○

406 宮崎県 宮崎県 食農連携による経済好循環創造事業 ○

407 宮崎県 宮崎市
「新たな魅力の創出と発信」メディアミックス
プロモーション推進計画

○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/397.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a397.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/398.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a398.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/399.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a399.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/400.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a400.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/401.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a401.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/402.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a402.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/403.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a403.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/404.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a404.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/405.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a405.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/406.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a406.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/407.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a407.pdf


番号 都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 計画書

第40回（後半）認定　地域再生計画の概要（都道府県別）

408 宮崎県 宮崎市 みらいときめきワークライフ推進計画 ○

409 鹿児島県 鹿児島県 アジア誘客・販路強化計画 ○

410 鹿児島県 志布志市 志布志海産物養殖ブランド化プロジェクト ○

411 鹿児島県 鹿児島県曽於郡大崎町 成分調整野菜づくりで農業拡大プロジェクト ○

412 鹿児島県 鹿児島県大島郡伊仙町 誰もが輝く伊仙町まちづくり事業 ○

413 その他 北海道恵庭市及び静岡県藤枝市
広域ネットワークによる商品ブランド化プロ
ジェクト

○

414 その他 栃木県足利市及び群馬県桐生市
ヘリテージツーリズムによる桐生＆足利の広域
周遊観光促進計画

○

415 その他
栃木県佐野市、千葉県山武市及
び東京都昭島市

「クリケットのまち」連携強化によるスポーツ
ツーリズム推進事業

○

416 その他
石川県加賀市、福井県勝山市、
あわら市及び坂井市並びに吉田
郡永平寺町

越前加賀広域インバウンド推進プロジェクト ○

417 その他 石川県加賀市及び熊本県
ＩｏＴを核とした人材育成と実証による産業創
出イノベーション推進事業

○

418 その他
三重県名張市、奈良県宇陀市、
宇陀郡曽爾村及び御杖村

広域連携ＤＭＯ設立による「新しい人」の流れ
創出事業

○

419 その他
大阪府柏原市、奈良県香芝市及
び生駒郡三郷町並びに北葛城郡
王寺町

万葉ロマンの地を巡る観光ルート整備事業 ○

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/408.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a408.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/409.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a409.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/410.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a410.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/411.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a411.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/412.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a412.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/413.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a413.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/414.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a414.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/415.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a415.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/416.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a416.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/417.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a417.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/418.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a418.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/419.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a419.pdf


番号 都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 計画書

第40回（後半）認定　地域再生計画の概要（都道府県別）

420 その他
鳥取県米子市、境港市、島根県
松江市、出雲市及び安来市

地域再生「中海・宍道湖・大山圏域ブランド化
推進プロジェクト」～山陰まんなか共和国の挑
戦～

○

421 その他
鳥取県米子市、境港市、島根県
松江市、出雲市及び安来市

地域再生「中海・宍道湖・大山圏域のローカル
Ｔｏグローバルイノベーション」～産学・医工
連携の先進圏域を目指して～

○

422 その他
愛媛県西条市並びに上浮穴郡久
万高原町及び高知県吾川郡いの
町

石鎚山系の魅力発信及び持続可能な資源とする
事業

○

423 その他
福岡県うきは市及び大分県日田
市

筑後川上流域の森林空間・森林資源を活用し
た、域内経済循環を高める自立・広域的産業ク
ラスターの形成

○
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