第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名
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北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

計画本文

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

北海道の美味しい農林水産物でつ
くるハイグレードな食・創造ビジ 北海道の全域
ネスモデル拡大事業

北海道の「食」の高付加価値化・競争力強化を図るため、
道内の優れた農水産物の特性を活かした食品加工等商品開
発・販路拡大に取り組む専門人材の育成、競争力の高い研 地方創生推進交付金
究・商品開発、商品の磨き上げ・ブランド化、6次産業化事
業者の健全経営を実現する。

計画本文

歴史的建造物を活用した酒蔵ツー
北海道の全域
リズム拠点整備事業

北海道の様々な歴史的建造物が集積している開拓の村にお
いて、旧武井商店酒造部と旧三ます河本そば屋をリノベー
ション（歴史的建造物を含む歴史的空間の魅力を再生）
し、北海道の歴史や食文化を学び・体験できる観光拠点施
設として整備するとともに、隣接する北海道博物館との相
乗効果を高め、本施設の入場者数や入場料収入の増加、関
連産業の所得向上を実現する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

北海道への移住、起業を促進する
ＵＩＪターン新規就業・地域課題 北海道の全域
解決型起業支援事業

全国を上回るペースでの人口減少及び幅広い業種での人手
不足といった状況に対応するため、道内中小企業等の求人
広告を提供するマッチングサイトを開設するとともに、道
内市町村と連携して東京圏からの移住者への支援を行う制
度を構築する。また、地域課題の解決に取り組む起業への
支援を行う。

地方創生推進交付金

計画本文

ＵＩＪターンによるさっぽろ型人
札幌市の全域
材還流促進事業

北海道では進学を契機として毎年約7千人もの学生が道外へ
転出している。札幌市においても進学後、Uターン就職を希
望する学生は約7割いるものの、実際に転入する方は約2割
に留まっている。
若い世代の道外転出超過解消のためには、道外に進学・就
職した方の地元就職の実現、IJターン希望者の道内就職の 地方創生推進交付金
実現が必要である。
さっぽろ連携中枢都市圏内のUIJターンが促進されることに
より、人手不足が解消されていき、将来的には、産業の強
化や経済の活性化、さらには結婚、出産による出生率向上
を推進することを目指す。

計画本文

おたる子育て応援事業

小樽市の全域

少子化の要因の一つとなっている、妊娠から子育て期まで
の経済的負担を軽減するため、子どもの医療費助成を中学
生までに拡充する。また、地域で子育てを支えるために
ファミリーサポートセンター事業や地域子育て支援セン
ター事業を実施するとともに、市内にある小樽商科大学の
学生などの協力を得て行う学習支援や小樽の将来を担う人
材育成などを行うことで、子育て世代に魅力ある子育て・
教育環境を構築し、人口減少の抑制を図る。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

まちを支える産業人材の育成・確
保を核とした選ばれるまちづくり 旭川市の全域
プロジェクト

北北海道の中枢中核都市として，人口のダム機能を果た
し，持続可能なまちづくりを推進するため，わくわく地方
生活実現パッケージ事業と連携し，少子化の抑制や高齢社
会への対応，地域産業活性化などに資する人材の確保・育
成を先導的，重点的に図るとともに，誰もが働きやすい就
業環境の整備を推進していく。

地方創生推進交付金

計画本文

釧路市ビジネスサポートセンター
ｋ－Ｂｉｚを核とした「しごと創 釧路市の全域
生」事業

釧路市ビジネスサポートセンターk-Bizを中核として、雇用
を支える個々の企業の売り上げを向上し、「稼ぐ力」を強
化するとともに、IoT等の新たな産業を創出することで、中
長期的に給与をはじめとする雇用の質の向上を目指すとと 地方創生推進交付金
もに、若者が地元企業の魅力を知る機会を創出し、女性求
職者やＵＩＪターン希望者に対して釧路地域への就職を促
進することで、短期的・直接的な人口減少の抑制を図る。

計画本文

地元大学の研究シーズを活用した
産学官連携によるＩＣＴ産業創出 北見市の全域
推進計画

本市と進出したＩＴ企業、北見工業大学、公設試験研究機
関、地元企業等で構成された北見市ＩｏＴ推進ラボが主体
となり、同大学の研究シーズとＩＣＴを活用した産学によ
る共同研究や、ビジネスマッチングのための展示会出展な
ど、産学官連携によるＩＣＴ産業創出プロジェクトを展開
する。
また、進出したＩＴ企業の地元定着を促すため、同大学と
連携したＩＣＴ人材の育成を行うほか、地元企業との連携
によるＩＣＴを活用した独自製品を開発することで、ＩＴ
企業及び人材の集積化と、ＩＣＴ産業創出による地域の
「稼ぐ力」の向上を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

北見市

地域資源カーリングを活用した知
名度向上と交流人口拡大のための 北見市の全域
拠点整備プロジェクト

当該地域の地域資源であるカーリングと地元女子カーリ
ングチーム「ロコ・ソラーレ」の圧倒的知名度を活用し、
国内外のトップアスリート等のニーズが高く、また、チー
ムのさらなる躍進と後進の育成に寄与する世界初の最先端
スポーツ科学に基づく高度な競技力向上への支援機能を有
する通年型カーリングホールを整備することで、北見市の
認知度向上と国内外からの長期滞在型の合宿誘致等による
交流人口拡大を図り、地域全体の「稼ぐ力」を高め、もた
らされる合宿関連産業への経済波及効果を雇用創出につな
げることを目的とするものである。

地方創生拠点整備交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

北見市及び網走市並びに北海道斜里郡小清水町及び網走郡
大空町

オホーツクの地域資源を最大限に活用し、サイクルツーリ
ズムにより滞在型観光コンテンツを構築し、オホーツク地
域でのサイクリングブランド化を図る。また、観光・ス
北見市及び網走市並びに北海
サイクルアドベンチャーオホーツ
ポーツ及び異文化などを融合した滞在型アドベンチャー
道斜里郡小清水町及び網走郡
クによる観光産業再生計画
ツーリズムを産業化することにより、国内外から多くの観
大空町の全域
光客誘客を通じ、地域活性化を図る。ひがし北海道各地域
とも連携した大きな観光ルートを構築し滞在型ツーリズム
により、地方創生を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

北海道

北海道

北海道

北海道自然環境保全地域であり、環境省が選定する「日本
の重要湿地500」の一つに数えられる松山湿原において、老
朽化した散策路や案内看板の改修、貴重な植生を説明する
おいでよ！天空の園・松山湿原の 北海道の区域の一部（上川北 看板の新設、錆の浮いた熊避けの鐘交換などを行うほか、
森プロジェクト
部地域）
生物多様性教育に資するガイドツアー等を実施することに
より、松山湿原の環境を保全するとともに、生物多様性に
関する環境教育に資する場としての利用価値の向上を図
り、上川北部地域の交流人口の拡大を図る。

活用する支援措置

計画本文

北海道、札幌市、函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路
市、帯広市、北見市、岩見沢市、網走市、苫小牧市、美唄
市、芦別市、江別市、紋別市、名寄市、深川市、富良野市
及び石狩市並びに石狩郡当別町、上磯郡知内町、茅部郡森
町、寿都郡黒松内町、余市郡余市町、雨竜郡妹背牛町及び
秩父別町、上川郡鷹栖町、東神楽町、当麻町、愛別町、東
川町、美瑛町、剣淵町、下川町、新得町及び清水町、空知
郡上富良野町及び中富良野町、中川郡中川町及び本別町、
増毛郡増毛町、苫前郡苫前町及び羽幌町、宗谷郡猿払村、
枝幸郡枝幸町、網走郡津別町及び大空町、紋別郡遠軽町、
滝上町及び西興部村、白老郡白老町、勇払郡厚真町及び安
平町、浦河郡浦河町、日高郡新ひだか町、河東郡士幌町、
上士幌町及び鹿追町、河西郡更別村、広尾郡大樹町、足寄
郡足寄町、釧路郡釧路町並びに川上郡弟子屈町

北海道

地域再生計画の概要

ワイン産地「ＨＯＫＫＡＩＤＯ」
北海道の全域
形成プロジェクト

北海道

北海道

北海道

地域再生計画の区域の範囲

地理的表示（GI)制度の指定を最大限活用し、他の産地との
差別化を図り、ワイン産地として国内外に通用するブラン
ドを形成するため、ぶどうの生産拡大の環境を整備すると
もに、ぶどう栽培や醸造技術からマーケティングに至るま 地方創生推進交付金
での総合的な人材を育成・確保することにより、少子高齢
化・人口減少の影響が少なく、付加価値率が高く、成長市
場として期待されているワイン産業の創出に取り組む。

北海道

北海道

地域再生計画の名称

地域再生計画の概要

札幌市

小樽市

旭川市

釧路市

北見市

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名
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北海道

北海道

北海道

岩見沢市

岩見沢市

美唄市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

計画本文

ワークライフバランスの推進と就
業環境の整備による地域活性化事 岩見沢市の全域
業

これまで整備した子育て環境等の効果を波及させるため、
次の３事業を行う。①就業・創業支援、②空き家・空き店
舗の活用促進と地域ネットワーク形成によりワークライフ
バランスの推進と地域のネットワーク作り、及び就業環境
の整備を行うことで居住環境を付加価値を高める。更に、
③ブランドイメージの発信と体験を通じた若者定住で主に
２０代の若者をターゲットにしたシティプロモーションを
行い、ポテンシャルの高い移住層である子育て世帯が「住
んでみたいまち」につなげ、空知の中心都市としての求心
力を高める。

地方創生推進交付金

計画本文

子育て支援環境改善計画

本市の総合戦略では、できるだけ早期に合計特殊出生率を
回復させていくため、子育て世帯の不安をできる限り取り
払い、負担を軽減することで、安心して子どもを産み育て
る環境づくりを進めることとしている。
そのために、保育施設は欠かすことのできない施設であ
り、とりわけ、子育て家庭が多く暮らす市街地周辺に位置
するピパの子保育園、進徳保育園、認定こども園ひまわり
は重要な役割を果たしており、安心・安全な保育環境を維
持確保していく必要がある。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

美唄市の全域

観光振興計画推進事業

江別市の全域
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北海道

江別市

江別版生涯活躍のまち推進事業

江別市の全域

19

20

21

22

23

24

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

三笠市

深川市

恵庭市

恵庭市

北広島市

石狩市

計画本文

地方創生推進交付金

江別市

紋別市

活用する支援措置

観光振興戦略・観光資源活性化事
業～観光協会の自走化及びメープ 岩見沢市の全域
ルロッジの観光拠点化～

北海道

北海道

地域再生計画の概要
新たに策定した観光振興戦略に基づき、ＤＭＯ化した市観
光協会における着地型・体験型の観光商品の造成や物産品
の開発、販路開拓等の取組み、人材育成等を戦略的に進
め、自走化、ハブ化を実現し、北海道における確固たる観
光地化を目指す。また、本市の観光拠点施設であるメープ
ルロッジの収益性の向上の他、ワイナリー等の観光資源を
活かして、より厚みのある観光づくりを進めることによ
り、国内外の観光客誘致を進め、観光入込客数及び外国人
観光客の増加を図る。

16

18

地域再生計画の概要

前身事業において定めた江別の新たな観光像「すぐ近くに
ある歓びと発見。ここち好い江別」の実現を目指し、市
民、事業者、行政など江別市の観光に関わる全ての人が役
割を分担しながら連携し、一体となって取り組みを進めて
いく。
事業初年度は有識者等からなる検討組織を立ち上げ観光推 地方創生推進交付金
進体制の設立に向けた検討を進め、次年度に組織体制を構
築するほか、江別市の「食」と「農」の価値や認知度を高
める取組、効果的な情報の拡散、観光プロモーション、市
民や事業者などの観光意識の高揚、観光人材の育成を図る
事業を推進する。
江別版生涯活躍のまちは、市民が市外に転出することな
く生涯にわたって暮らし続けられるまちづくりの実現を目
指し、若年層や障がい者なども含めて多様な主体との交流
による「共生のまち」を実現するとともに、地域の特色あ
る社会資源を十分に活用することを目的とし、アクティブ
地方創生推進交付金
シニアや障がい者が就業、ボランティア等に携わり市内で
活躍することを通じて、様々な地域課題の解決に寄与する
ような仕組みを構築しようとするものである。コーディ
ネーターの配置や生涯活躍のまちのPRといった開設準備に
向けた事業を行う。

計画本文

計画本文

外国人との共生にかかるプラット
紋別市の全域
フォーム形成事業

紋別市はオホーツクの雄大な自然の恵みを受け、農林水産
業及び水産加工業などの１次・２次産業を基盤に発展した
が、鴻之舞金山の閉山、二百海里漁業規制、大学の移転な
どの社会要因があり、昭和40年代をピークに人口は減少の
一途をたどっている。
本市人口ビジョンでは、2060年まで人口23,000人の維持と
設定しているが、平成29年度末現在22,111ですでに下回っ
ており、その対応は急務である。
このような状況の中、地域における産業の担い手不測が危
惧され、外国人を含む新たな人材の確保が迫られている。

地方創生推進交付金

計画本文

三笠市運動公園交流促進事業

三笠市の中心となる地域にある運動公園を食の情報発信拠
点として位置付け、高校生レストランとの相乗効果をめざ
し、市内中心部の更なる賑わいを創出するとともに、バス
ツアーや観光客が休憩場所としても利活用できるような整
備を行い、消費拡大や情報発信拠点として寄与することを
目的とする。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

地方創生拠点整備交付金

計画本文

子育て支援、教育、観光を融合さ
せた花のまちづくり拠点（セン
恵庭市の全域
ターハウス）整備事業

「花のまち恵庭」として「花のまちづくり」を進めていく
上で必要な取り組みのためのパブリックスペースとして整
備し、花と触れ合い、花を感じられる施設とするととも
に、来訪者との交流、オープンガーデンとの連携の機能を
持たせた観光の拠点とするとともに、恵庭市総合戦略で掲
げる子どもの遊び場も併せて整備することとし、花の拠点
内に屋内と屋外が連携した通年利用を想定した子どもの遊
び場を確保する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

「花ロードえにわ」（道の駅）と
農畜産物直売所による農商工等連 恵庭市の全域
携拠点整備事業

「花のまち恵庭」のブランド化のため、市が整備する花の
拠点エリア内の新たな場所に農畜産物直売所を新設（移
築）し、さらには、道の駅のレイアウトを変更する改修に
より厨房、物販スペースなどの狭隘化を解消するととも
に、休憩スペース並びに授乳室新設やオムツ替えコーナー
の確保により子育て中の家族が使いやすい施設とすること
で更なる集客増をめざし、花の拠点における「核」施設の
役割を明確化させる。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

北で広がる夢があるボールパーク
構想と連携したまちづくり推進プ 北広島市の全域
ロジェクト

本市はアクセスの良さや豊かな緑の環境等により住みよさ
ランキングで5年連続全道１位を獲得した。また2018年10月
にきたひろしま総合運動公園予定地が日本ハムファイター
ズのボールパーク建設地として決定し、2023年の開業が予
定されている。一方、人口は2007年以降減少し、人口減少
対策が必要である。そこで、開業前からボールパーク構想
の機運を高めるとともに、ボールパーク構想と最大限連動
させた人口減少対策、交流人口拡大対策に取り組むこと
で、市全体を活性化させ、人口減少の緩和や地域の活力の
創出を目指す。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

交流のまち、人のつながり創出の
石狩市の全域
ための地域再生計画

石狩市では特に過疎地域の厚田区・浜益区において、人口
の減少が著しく、地域活動へのマンパワー不足が生じ、地
域コミュニティの維持が困難となっていることから、イン
バウンドを含め広域的に交流人口を増加する機会を設け、
人を呼び、交流のまちづくりを通じてコミュニティの新た
な活力を育む必要がある。交流のまちづくりは、地域全体
を盛り上げ、地域の魅力の発信やサイクリング環境の充実
を図るなどの事業を展開するとともに、地域の自然や食な
どを「地域の魅力」として人を呼び、人と人のつながりを
創出する。

地方創生推進交付金

計画本文

三笠市の全域

深川市「学びと集いの郷」合宿施
深川市の全域
設及びトレーニング施設整備計画

エフパシオでの合宿の際、各チームが希望する合宿環境と
なるよう、トレーニングルームの整備とエフパシオ施設の
屋根の改善を行い、市内における合宿数の増を図ろうとす
るもの。
【具体的な整備内容】
・「エフパシオ」にウエイトトレーニング施設を整備する
・「エフパシオ」の良好な景観と断熱効果を高め、宿泊者
の快適な滞在環境を整えるため、屋根を二重屋根とする

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）
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北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

北斗市の全域

当市は、進学・就職により１８歳の転出超過が顕著となっ
ており、若年層の移住・ＩＪＵターンの促進が課題であっ
た。そこで、平成28年度から首都圏でのＰＲ活動やポータ
ルサイトの構築といった移住・定住策に取り組んでいる。
一方、「北斗市介護保険施設協議会」において、介護職人
材の確保等に向けた取組を行っており、来年度からはこの
協議会や市内の保育施設等と道内の福祉学校との協働によ
り、施設でのインターンシップ等参加を通じて、勤務先と
して本市を選択し、卒業後に就職・移住してもらうという
新たな人の流れを創出する。

地方創生推進交付金

計画本文

北海道松前郡松前町の全域

松前町営牧場内に肉牛改良センターを整備し、人材の育成
と農家へ子牛の安定供給と黒毛和種の改良を行うことによ
り、新規就農者畜の確保と畜産業の安定強化を図る。肉牛
改良センターで生産された子牛は畜産農家に繁殖牛の安定
供給を基本とするが、将来は肥育牛をイベント等に提供
し、新鮮な魚介類のみならず、松前の魅力を観光協会等と
連携し、全国各地に発信する。畜産業の人材育成による人
口流出の抑制や都市部から就農希望者に加え、イベント等
による人の流れによって、生産の拡大と消費の拡大が増加
し、地域全体の活性化が図られる。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

多様な人材が活躍できるまちづく
北海道瀬棚郡今金町の全域
り推進事業計画

本町には北海道立今金高等養護学校を有しているが、町内
に就労先が少なく町外への転出を余儀なくされている状況
のことから、障がい者の方が働き続けられる環境にするこ
とは、誰もが安心して働けるまちづくりにつながると考
え、卒業生を中心とした障がい者雇用やシニア世代の雇用
など、新たな雇用創出や人材育成体制を含めた一連の仕組
みを構築することを目指すものである。

地方創生推進交付金

計画本文

耕作放棄地ハウス再生による地域
しごと創出及び農村活性化プロ
北海道寿都郡寿都町の全域
ジェクト

農業者の高齢化及び担い手不足、さらには耕地面積が減少
するなど構造的な問題を抱え、人口減少の要因となってい
る農業分野を再生するため、既存農業から脱却し、通年で
の施設栽培型農業を核とした次世代型施設園芸への転換と
拡大推進を図り、新規就農者など雇用の創出と、周辺をグ
リーンツーリズムも可能な観光農園として整備し、交流人
口の増加により農村活性化を図る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

北海道磯谷郡蘭越町

廃校を活用した地域活動拠点の整
備による地域コミュニティ強化計 北海道磯谷郡蘭越町の全域
画

本町三和地区は、それまで地域活動の中心となっていた三
和小学校が閉校し、地域コミュニティの弱体化に拍車がか
かり、高齢化や人口減少が進み、危機的な状況にある。各
町内会の集合体である三和地区連合町内が主体となり、地
区住民が住み慣れた地域で暮らし続けられる取組みが強く
要望されていることから、地域住民にとってなじみ深く、
地域の拠点として、住民が足を運びやすく、交流しやすい
旧三和小学校校舎をリニューアルし、拠点施設として農業
の振興と産業の振興に活用し、三和地区の未来を展望する
ものである。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

北海道虻田郡ニセコ町

ニセコ町の地域公共交通の最適化を更に深化させ、住民生
ローカルスマート交通深化・展開
活向上や観光・商業振興、環境負荷軽減（社会・経済・環
北海道虻田郡ニセコ町の全域
事業
境）の相乗効果を高め、地域の持続可能性の強化を目指
す。

地方創生推進交付金

計画本文

北海道虻田郡ニセコ町

ニセコ町の基盤たる環境を住民自らが守り・生かし、地域
持続可能な町を実現する「ＮＩＳ
を豊かにする経済が循環し、豊かな生活を実現して、住む
ＥＫＯ生活・モデル地区」構築事 北海道虻田郡ニセコ町の全域 ことが誇りに思える、住民自治意識の高い地域を目指す。
業
そのために、①NISEKO・生活モデル地区での街区づくり事
業、②地域商社事業、を実施する。

地方創生推進交付金

計画本文

北海道余市郡余市町の全域

余市町を含む北後志地域では前菜からデザートまで、そ
して酒類と地域だけでフルコースを作れる可能性が秘めら
れていることから、札幌という大消費地及びニセコという
インバウンド拠点まで近いという地の利を最大限に活用
し、また食の可能性を十分に引き出すことで食の都として
のブランディング、地位を確立し、生産者やサービス事業
者等の所得の向上、インバウンド含む来訪者数の増加を目
指し、それにより移住・定住者の促進につなげ活力のある
地域の確立を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

あらゆる世代の希望が実現する生
北海道上川郡鷹栖町の全域
涯活躍のまち推進計画

本事業は、前進事業の成果を引き継ぎ、鷹栖町版CCRC構想
のコンセプトである「あらゆる世代の希望が叶うまち」を
実現し、持続させるために、地域と移住希望者双方の課題
解決により一層資する移住施策を構築、展開するととも
に、ターゲットの関心が高く、たかす暮らしの強みとして
も明確化した、「交流、教育、健康、安心」といったまち
の強みを磨き上げ、住民力を生かして持続可能な地域社会
を創出するための取り組みである。

地方創生推進交付金

計画本文

北海道上川郡鷹栖町

地域資源総活躍による農村コミュ
北海道上川郡鷹栖町の全域
ニティ再生計画

本事業は、効率化を図る農業施策と人口減少に歯止めをか
けたいコミュニティ施策との間に生じるジレンマや、多様
な農産物が生産可能な地域の潜在力を十分に活用しきれて
いないという課題を解決するため、地域資源をフルに生か
した仕事を創出し、移住者など多様な人材の農への関わり
を促進することで、力強い産業構造と持続可能な農村生活
基盤を創出するものである。

地方創生推進交付金

計画本文

北海道上川郡東神楽町

町の寡占に歯止めをかけるため、町と連携協定を結んだ地
域金融機関や創業に関わる関係機関など官民金全アクター
が一体となり相談体制や創業支援制度など構築し、新規創
業者を支援する。また、第三次産業の生産性が全国的に見
創業とブランディングによる町の
北海道上川郡東神楽町の全域 て低いことから、農産物や加工品など町の名産品「東神楽
にぎわい創出事業
の種と実セレクト」のブランド化を推進し、インフルエン
サーや企業等との協働や、ネットを活用した低予算でのＰ
Ｒ活動により名産品のブランディングと高付加価値化を進
める。

地方創生推進交付金

計画本文

北海道上川郡東神楽町

北海道大学発のベンチャー企業と連携し、ＩＣＴ技術を駆
使して運動量のみならず食生活改善の見える化及び健康情
報一元化システムを構築する。
ＩＣＴ技術を活用した食生活改善
また、健康ポイント事業に関連した歩数計測運動イベント
の「見える化」を軸にした総合的 北海道上川郡東神楽町の全域
や健康メニューコンテスト等を開催することにより、「運
健康食育タウン事業
動量」「食生活」の両面からの健康情報の見える化と健康
増進インセンティブ方策を講じ、健康のまちづくりを推進
する。

地方創生推進交付金

計画本文

北斗市

北海道松前郡松前町

北海道瀬棚郡今金町

北海道寿都郡寿都町

北海道余市郡余市町

北海道上川郡鷹栖町

福祉職人材回帰マッチング事業

松前肉牛改良センター整備プロ
ジェクト

食の都よいち、フルコースプロ
ジェクト

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
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作成主体名
（地方公共団体名）

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

地方創生推進交付金
生涯活躍のまち形成事業
計画に基づく特例
生涯活躍のまち形成事業
計画によるサービス付き
高齢者向け住宅の入居者
要件の設定

計画本文

多文化・多世代共生のまちづくり
北海道上川郡東川町の全域
“東川版生涯活躍のまち”

文化の発信により転入者を惹きつけてきた本町の魅力を強
化・発展させ、町民と転入住民の好循環を生むために、地
域再生推進法人を活用した官民連携により、転入者や外国
人を含めた住民の力を引き出す仕組みづくりを行い、多文
化・多世代の共生により持続可能な“東川版生涯活躍のま
ち”を実現する事業を行う。
①新しい働き方や仕事（経済基盤）の創出
②地域資源を活かした学びや活動の創出
③新たな住まいの場の整備（空き家活用等）
④地域包括ケアの充実・強化
⑤まちの魅力の発信
⑥多文化・多世代の共生の基盤と仕組みづくり

ＳＤＧｓを取り入れた「経済×社
会×環境＝持続可能なしもかわ」 北海道上川郡下川町の全域
創造計画

「誰ひとり取り残されず、しなやかに強く、幸せに暮らせ
る持続可能なまち」を実現するため、2030年ビジョンの7目
標①みんなで挑戦しつづけるまち②誰ひとり取り残さない
まち③人も資源もお金も循環するまち④みんなで思いやれ
る家族のようなまち⑤引き継がれた文化や資源を尊重し、 地方創生推進交付金
新しい価値を生みだすまち⑥世界標準のまち⑦子どもたち
の笑顔と未来世代の幸せを育むまち、とそれを達成するた
めの打ち手（事業）で構成され、町内外にかかわらず多様
な人々が連携して取組みを推進する。

計画本文

北海道中川郡美深町

チョウザメを核とした産学官連携
北海道中川郡美深町の全域
による産業創出計画

チョウザメ養殖や新たな商品開発などにより新たな産業創
出、チョウザメの観光資源活用により誘客促進を図り、将
来的に事業収益により自走化できる仕組みを構築する。北
海道大学との連携協定に基づく実習受入やチョウザメ飼
育・管理の民間委託による飼育データ活用による更なる飼
育技術の向上を図り、将来の人材確保・研究者育成につな
げる。また、新商品の開発の促進、チョウザメ事業のブラ
ンド化や販売戦略検討、観光資源としての活用に向けた検
討・実践など、新たな産業化につなげ雇用を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

北海道雨竜郡幌加内町

日本一の蕎麦生産地である本町において、蕎麦関連産業の
衰退は雇用機会の減少につながり、町内唯一の観光客向け
特産品売場のある道の駅の販売額の減少は、地域産業衰退
につながっている。そのため、道の駅の蕎麦処、特産品売
日本一の蕎麦の里・観光拠点ブラ
北海道雨竜郡幌加内町の全域 場、道内一の積雪量をいかした露天風呂を整備し、「本格
ンディング事業計画
的な手打蕎麦が食べられる道の駅」へと再生を図り、蕎麦
加工製品及び飲食・観光部門等へ波及させることで、蕎麦
関連産業の雇用創出を図り、地域企業が取組む物流の販路
拡大、6次産業化の確立、稼ぐ観光地づくりを目指す。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

北海道枝幸郡中頓別町

中頓別町は、人口約1,700人と小規模自治体で、長年に渡り
人口減少が進んでいる状況にあり、これに伴い地域の担い
手が減少してきている。これは、後継者不足による事業閉
鎖等に直結する問題であり、産業の衰退は地域社会の衰退
過疎地域における“働き方改革”
に繋がることから、喫緊の課題となっている。このため、
北海道枝幸郡中頓別町の全域
地方創生推進交付金
プロジェクト
地域の担い手創出を単純に外部からの移住者のみに頼るの
ではなく、既に働いている者の副業・兼業や首都圏の企業
や人材との交流により当町での遠隔地勤務を可能とするな
どの仕組みを構築し、将来にわたり持続できる地域づくり
を目指す。

北海道上川郡東川町

北海道上川郡下川町

当町では、過疎化及び少子高齢化が進み人口減少が加速し
ており、都市部への人口流出等定住人口の減少が著しい状
況にある。今後のまちづくりには「住まい・ケア・活躍・
コミュニティ・移住」等の要素が必要となるが、「ケア・
北海道利尻郡利尻富士町の全 活躍・移住・コミュニティ」については、国の交付金を活
域
用等しながら取組んでいる一方、「住まい」については、
島外からの移住者の受入れに必要な住宅が著しく不足して
いることから、本事業により受入体制を強化し各事業を一
体的に実行することにより、労働人口の流入や人口減少対
策の強化を図ることを目指す。

北海道利尻郡利尻富士町

移住・定住促進計画

北海道斜里郡斜里町

「しれとこテレワーク」地域ビジ
北海道斜里郡斜里町の全域
ネス化プロジェクト

計画本文

地方創生拠点整備交付金

計画本文

「しれとこテレワーク」の魅力を強化し、新しいテレワー
ク導入企業へアピールしつつ、地域の新しいビジネスモデ
ルを実践し収益化を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

「ＳＨＩＲＥＴＯＫＯ！ ＳＵＳ
ＴＡＩＮＡＢＬＥ」プラット
北海道斜里郡斜里町の全域
フォーム＆エリアクラブ構築運営
事業

クリエイティブの力を活用したエリアブランディングを継
続し、「地域のクラブ」化を意識しながら、商品・サービ
スの販売を重ね財源として確保するなど、地域経営の視点
からマーケティングを行う、「クリエイティブ・プラット
フォーム」の安定化と拡大運営、並びに法人化による自立
化・自走化を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

北海道斜里郡斜里町

職種、世代をこえて知床でつなが
る。知床世界自然遺産ボランティ 北海道斜里郡斜里町の全域
ア拠点施設再整備プロジェクト

築50年を経過した施設を断熱防寒対策などの改修を行い、
冬期も含めた通年利用可能な施設にすることにより、早朝
夜間の野外での調査活動や作業などの多様な目的で知床に
滞在する利用者や、職種、年齢、国籍の異なる利用者など
との交流、情報交換などができる新たな人的ネットワーク
形成を図る拠点とすることで、通年での個人・企業のボラ
ンティアの受入拡大が期待でき、テレワーカー関連事業と
の連携において、地方創生の人材確保や移住を促進し、新
たな地方への人の流れを創出する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

北海道斜里郡小清水町

四季を通じた「しごと」づくりが最大の課題となってお
り、これを解決するため、「農業で創る」、「観光で創
る」、「福祉で創る」をテーマとした”稼ぐ力”向上プロ
ジェクトを実施するものである。農作業支援員の「しご
農＋観＋福で紡ぐ「稼ぐ力」向上
北海道斜里郡小清水町の全域 と」、障がい者の通年雇用の場の創出、更には観光施策で
プロジェクト
高い効果が出ている訪町者向けへの観光農園での農業体験
ツアーの実施や訪町者を「こしみずファン」として繋ぎ留
める仕組みづくりにより農業分野との結び付けなどを図る
ものである。

地方創生推進交付金

計画本文

地方創生拠点整備交付金

計画本文

北海道斜里郡斜里町

北海道紋別郡遠軽町

北海道紋別郡興部町

「道の駅」を拠点とした健康ツー
北海道紋別郡遠軽町の全域
リズムによる地域再生計画

高規格道路の延伸により開通する遠軽IC周辺に整備してい
るスキー場と道の駅を併設する「道の駅遠軽森のオホーツ
ク」の附帯施設として足湯施設を整備することで、運転者
や旅行者の疲労回復を図ることはもとより、足湯とスキー
場の森林資源を活用した健康ツーリズムの展開により、町
民等の健康増進を図るとともに道の駅への集客を目指す。

観光・小さな拠点づくり事業 ～
地域産業を支えるグリーンツーリ 北海道紋別郡興部町の全域
ズムのインバウンド交流拠点整備

興部町が観光・小さな拠点づくりにおいて目指すところ
は、通過型観光の更なる拡充と滞在型観光の強化を図り、
より多くの方々が訪れる地域の実現である。今の興部町を
魅せる、体験するなど「ここでしかできないこと」を目的
と位置付け、本町の宝である酪農や漁業など1次産業の魅力
地方創生推進交付金
を核とした観光客受入体制の整備を行うことにより新たな
雇用を創出し、継続的かつ発展的に行う必要がある。その
ためには近隣の市町村と連携を図りながらより一層活性化
されるよう商工会や商店街・観光協会などと協働しなが
ら、町の賑わいを創出していく。

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名
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50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

青森県

青森県

活用する支援措置

計画本文

北海道紋別郡興部町の全域

興部町が観光・小さな拠点づくりにおいて、目指すところ
は、通過型観光の
更なる拡充と滞在型観光の強化を図り、より多くの方々が
訪れる地域の実現
です。グリーンツーリズム等により今の興部町を見せる、
体験することにより更なる地域の活性化や新たな雇用を創
出します。また、紋別空港を利用して、近隣の市町村と連
携を図りながら、より一層地域が活性化されるよう、商工
会や商店街、観光協会などと協働し、核となる「拠点施
設」の整備をし、町の賑わいを創出して参ります。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

真の復興を目的とした交流人口拡
北海道勇払郡安平町の全域
大による地域活性化プロジェクト

昨年発生した北海道胆振東部地震により地方創生の推進が
厳しい局面にある当町は、2019年に開業する道の駅を復興
のシンボル・拠点と位置づけ、復興に向け立ち上がろうと
する町民と、これを後押しする復興ボランティアセン
ター、そして当町の復興に協力しようとする多数の外部人
材により、自らの地域資源を活用した地域の稼ぐ力の創造
と交流人口の拡大、地域活性化を図り、真の意味での復興
と地方創生を目指すものである。

地方創生推進交付金

計画本文

日本で一番世界に近いまちプロ
ジェクト～震災前よりも魅力的な 北海道勇払郡安平町の全域
町を目指して～

昨年９月に発生した「平成30年北海道胆振東部地震」によ
り安平町の様々な魅力や機会、並びに商店や地域コミュニ
ティの活気が失われ、町民自らのチャレンジしようという
マインドの低下を招き、例年を大きく上回るペースで人口
流出、人口減少が進むという悪循環が生まれる中で、町民
自らの発想による復興に向けたチャレンジができる環境を
つくり、世界を視野に将来的にグローバルに活躍できる人
材の育成・確保により「子育て・教育」「コミュニティ」
「起業・創業」の場を創出し、震災前よりも魅力的なまち
づくりを目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

北海道河東郡上士幌町

生涯活躍のまち
フィス整備計画

本事業により整備する「上士幌シェアオフィス」は、町
外の企業や個人事業主が利用することができ、オープンな
共有ワークスペースやプライベートオフィス、Ｗｅｂ会議
にも対応する会議室を備える。本事業の実施により、働き
上士幌シェアオ
方改革を推進し、また、生涯活躍のまちの取り組みの次の
北海道河東郡上士幌町の全域
ステップとして位置づけ、「生涯活躍かみしほろ塾」や
「チャレンジショップ」とも連携し、雇用の創出を図る。
さらに取り組みのターゲットを、中高年齢層から現役世代
まで広げ、都市部の企業との連携も図りながら、移住の促
進、交流人口の拡大に結び付ける。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

北海道河東郡上士幌町

本事業では、「農畜産物直売所」及び「加工品販売拠
点」を中心とした複合施設を道の駅として新たに整備し、
商品のＰＲや販売を促進することで農業者の所得向上を図
り町内経済の発展を目的とする。「Farm fresh（鮮度）」
農業者所得向上のための加工販売
北海道河東郡上士幌町の全域 をコンセプトに単に「農畜産物」「加工品」を販売するの
拠点整備計画
ではなく、「食」や「豊かな時間（交流・滞在・宿泊・体
験・サービス）」と複合的に結び付けて提供することで、
施設への誘客を図り、モノの価値や収益性を向上させ、農
業者、事業者等の所得向上と地域の活性化を目指す。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

北海道河西郡中札内村

食と健康づくりの取り組みを更に深化し、村の強みである
景観や観光など様々な分野との政策間連携を行い、健康ポ
イント事業に多様な付加価値を持たせ、健康無関心層の参
加を促進し、健康寿命の延伸と誰もが健やかに生活できる
ヘルスケアビジネス創出と政策間
地域づくりの実現を図る。また、専門家と連携し、地域の
連携による健康なまちづくり実現 北海道河西郡中札内村の全域
食材を活用した健康メニューの開発を行い、ヘルスケアビ
事業計画
ジネスの創出による地域産業の創出と雇用の拡大を図る。
その結果、健康に対するニーズの拡大と新たなヘルスケア
ビジネス創出という需要と供給が一体となった健康なまち
づくりの実現を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

さらべつむらスマート産業未来計
北海道河西郡更別村の全域
画

本村では、近未来技術等社会実装事業（内閣府）の採択
を受け、ドローンによる自動航行技術の実装への取り組み
やドローンリモートセンシングソフトの実装を行い、基幹
産業の更なる発展と安定を目指している。これら１次産業
に新たな技術を導入し、経済を牽引する産業イノベーショ
ン分野の国際競争拠点を形成するため更別村スマート産業
イノベーション協議会の運営を行う。また、高速無線通信
インフラの環境整備を行い、最新技術であるドローンとロ
ボットトラクター、ＡＩ技術の普及拡大による諸課題解決
を図るものである。

地方創生推進交付金

計画本文

更別村子どもの居場所づくり未来
北海道河西郡更別村の全域
計画

更別地区の学童保育所の狭隘に伴い保育所の増築及びこど
もセンター（仮称）を整備する。また、施設整備では、効
率的な運営をするため支援が必要な子どもの居場所づくり
を始めとした下記事業を一体的に整備する。特に学童保育
所の狭隘問題は長年の村の課題であり、この問題を解決す
ることは村議会をはじめ、地域住民からも早期解決が望ま
れており、学童保育所の増築及びこどもセンターの設置
し、支援が必要な子どもの居場所づくりを行い子育て支援
センターの拡充・強化を図るものである。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

北海道中川郡池田町

ワインの聖地「ワイン城」再生プ
北海道中川郡池田町の全域
ロジェクト

池田町では、北国特有の個性・地域性溢れるワイン造りを
進め、町の観光産業の柱として、５０年以上にわたりワイ
ン事業に取り組んできた。しかしながら、当該事業に直接
かかわりのない一般町民にとっては、希薄な関係になりつ
つあることから、ワイン事業のシンボル的な存在であるワ
イン城を魅力的な施設に整備し、町民の文化・コミュニ
ティ等の活動を想定した空間づくりを行い、町民に愛さ
れ、利用されるワイン城として、観光客と町民が繋がるこ
とで派生される地域振興を目指す。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

北海道標津郡中標津町

根室管内唯一の農業高校である町立中標津農業高校へ進学
したいと思える特色ある高校を目指し、入学者の確保と卒
業性の地元就職数の向上に向けて、修学支援及び修学環境
改善を図るとともに、地元企業の即戦力となる人材育成を
町立中標津農業高校修学支援によ
図る。
北海道標津郡中標津町の全域
る人材育成プロジェクト
・地区外から登校する生徒への通学費用支援
・修学に必要な実習服、白衣等の購入費用支援
・老朽が進み耐震基準を満たさない体育館の改築
・海外酪農研修の実施
・農業クラブにおける研究活動への支援

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

未来のトップ・アスリート発掘・
青森県の全域
育成プロジェクト

本事業では、あおもりアスリートネットワークによるス
ポーツを通じた持続的な地域貢献活動を支える人材を確
保・育成するため、６年後の2025年の国民スポーツ大会で
の活躍が見込まれる世代を中心に、未来のトップ・アス
リートの「発掘・育成プログラム」を実施する。
この事業により育成したアスリートが、将来指導者として
後進の育成にあたるほか、あおもりアスリートネットワー
クに参加し、スポーツを通じた地域貢献活動を支えていく
ことで、本県のスポーツによる持続的な地域活性化につな
げることを目的とする。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

新流通サービス「Ａ！Ｐｒｅｍｉ
ｕｍ」が実現する「選ばれる青
青森県の全域
森」県産品取引拡大計画

本県の基幹産業である農林水産業については、域外からの
積極的な外貨獲得により、これからの生き残りを図ってい
く必要がある。
県産農林水産物の国内外に向けた販路拡大のツールとし
地方創生推進交付金
て、高品質・高価値での取引を可能とする物流・流通シス
テムの充実・確立と、それによる新たな販路拡大、第1次か
ら第3次にわたる販売力強化など、本県農林水産業の「稼ぐ
力」の向上を目指す。

北海道紋別郡興部町

北海道勇払郡安平町

北海道勇払郡安平町

北海道河西郡更別村

北海道河西郡更別村

青森県

青森県

地域再生計画の名称

観光・小さな拠点施設整備事業

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名
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62
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64

65

66

67

68

69

70

71

72

青森県

青森県

青森県

青森県

青森県

青森県

青森県

青森県

青森県

青森県

青森県

青森県

青森県

青森県、青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、
十和田市、三沢市、むつ市、つがる市及び平川市並びに青
森県東津軽郡平内町、今別町及び外ヶ浜町、西津軽郡鰺ヶ
沢町及び深浦町、中津軽郡西目屋村、南津軽郡藤崎町、大
鰐町及び田舎館村、北津軽郡板柳町、鶴田町及び中泊町、
上北郡野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ケ
所村及びおいらせ町、下北郡東通村及び佐井村並びに三戸
郡三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町及び新郷村

青森県

青森県

青森県

青森県

青森県

青森県及び五所川原市

青森市

弘前市

八戸市

むつ市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

多様な分野との連携による農山漁
村「地域経営」ソーシャルビジネ 青森県の全域
ス促進計画

2025年の超高齢化時代を見据え、地域経営体には、地域の
買い物支援、食事、交通などの生活機能の維持等、本県の
めざす地域共生社会の新たな担い手としての期待が高まっ
ているところである。
このため、これまでの取組で育成してきた「地域経営体」
の「地域の生活機能の担い手」に向けた、ソーシャルビジ
ネスとしてコミュニティサービスを展開するなどレベル
アップと強化を図るものである。

地方創生推進交付金

計画本文

無意識の健康づくりを始めとする
青森県の全域
健康ライフ実現プロジェクト

本県では、全国最下位からの脱却をめざし、これまでも取
組を進めてきたが、意識の高い一部の層では改善がみられ
るものの、全体の改善率は低調で、大多数の無関心層にい
かにアプローチしていくかが課題となっている。
本事業では、発想を転換し、個人の行動の変容を期待する
のではなく、日常の環境から変えてしまうという視点に立
ち、無関心層が「無意識に」（意識的に行動しなくても）
健康になれる環境づくりに取り組むことで、健康長寿県の
実現をめざすものである。

地方創生推進交付金

計画本文

学ぶ・働く・生きる場所として
「選ばれる青森」人材定着・還流 青森県の全域
促進計画

この事業では、地方への人の流れを生むために、県内中小
企業等とのマッチング支援、多様な雇用の創出、女性など
潜在的な人材の掘り起こしや育成などに取り組み、UIJター
ン就職・移住の促進、人手不足が顕著な職種の人材確保を
地方創生推進交付金
図るとともに、小学校から大学まで一連のキャリア教育の
中でライフステージに応じた県内定着・還流の意識付けを
行い、県内外の若者・女性から、学ぶ場所・働く場所・生
きる場所として「選ばれる青森県」をめざすものである。

計画本文

「選ばれる青森」の米、「稼ぐ」
青森県の全域
米産業構築計画

米農家を取り巻く環境変化に対応していくため、「青天の
霹靂」をフラッグシップ品種として掲げ、青森県産米全体
の知名度・価値の向上をけん引していくとともに、生産
力・ブランド力の強化、酒米生産の促進、果樹・野菜等の
複合化などによる経営の安定化に取り組み、「稼ぐ力」の
強化により、「選ばれる」青森県の米産業を実現し、将来
にわたり持続可能な水田農業の構築、農林水産業の持続的
成長を目指すものである。

地方創生推進交付金

計画本文

あおもり新規就業支援プロジェク
青森県の全域
ト

本プロジェクトは、本県の成長分野であるアグリ、ライ
フ、グリーン、ツーリズム等分野及び医療・福祉や建設業
等分野の成長の足枷や課題となっている人手不足の解消に
向けて、高齢者・中高年齢者の就業支援を行うとともに、
企業に対し、高齢者の就労に向けた意識改革等を行うこと
などに取り組み、本県経済の成長を図り、高齢者が地域社
会の一員として活躍できる社会づくりの実現を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

青森県ながいも原原種維持増殖拠
青森県の全域
点施設整備計画

（地独）青森県産業技術センター野菜研究所に無病の優良
種苗の生産拠点施設を整備し、県内2,457戸のながいも農家
への供給体制を強化することで、ながいもの安定的で効率
的な生産を目指すものである。
地方創生拠点整備交付金
これにより、ながいも農家の所得が向上するとともに、青
森県のながいも産地日本一が実現するものである。

計画本文

あおもり移住・起業支援プロジェ
青森県の全域
クト

本プロジェクトは、慢性的な人手不足が顕在化している
建設業や医療・福祉など多くの職種での労働力人口の減少
克服を図るため、Ｕターン者をはじめとした本県への人の
流れを生むために、県内中小企業等とのマッチング支援や
多様な雇用の創出、さらには東京圏の潜在的な人財の掘り
起こしなどに取り組み、ＵＩＪターン就業・起業による移
住の促進、人手不足が顕著な職種の人財確保を図るもので
ある。

地方創生推進交付金

計画本文

活力ある・明るく住みよい豊かな
五所川原市の全域
まちづくり計画

広域農道と市道を一体的に整備し、金木地域、市浦地域か
ら五所川原地域を結ぶ道路ネットワークを構築すること
で、農産物や加工品の流通の迅速化・効率化による地域産
業の振興を促進するとともに、観光施設へのアクセス改善
により観光交流の活性化を図る。併せて、中核病院つがる
総合病院等の拠点施設へのアクセス改善により、地域住民
の生活環境の向上と定住促進を図り、「活力ある・明るく
住みよい豊かなまち」」づくりを目指す。

地方創生道整備推進交付
金

計画本文

青森市リノベーションまちづくり
青森市の全域
推進事業

本事業は、リノベーションまちづくりを通じて、本市の
ストック（建物、空間等）を活用して自立的な活動を民間
組織が生み出していくプロセスを構築し、連続的なプロ
ジェクトを創造するとともに、本市の起業・創業を促進す
る拠点である「スタートアップセンター」における、起業
前・後のフォローアップやアドバイス等を通じて、持続的
にまちづくりの担い手を輩出しながら、新たなビジネスの
創出やエリアの魅力と価値の向上に取り組む。

地方創生推進交付金

計画本文

寝たきりゼロによる健康的で豊か
な生活を実現するライフ・イノ
弘前市の全域
ベーションの加速化事業

今後、超高齢社会、人口減少がさらに進む中で、地域とし
て持続的に発展していくため、地域特性に優れたライフ関
連産業分野での産業振興により、弘前大学をはじめとした
市内の教育機関で学んだ若い人材の地域への定住を促進す
るとともに、現役世代からの健康増進の取組や先端的な医
療の積極導入を進め、若い人材だけではなくベテラン人材
も健康で長く活躍できるようにする「ライフ・イノベー
ション」を実現し、多様な産業において世代のバトンタッ
チができるような地域づくりを目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

蕪島エントランス整備事業

八戸市の全域

蕪島地区は、「蕪嶋神社」及び「蕪島海水浴場」等の観光
資源があり、市内外から多くの観光客が訪れる地域である
が、周辺には地場産品及び土産品の販売施設や飲食施設・
店舗がないため、地域への経済波及効果が弱いことが課題
となっている。
そこで、蕪島地区物産販売施設を整備し、地域の特産品や
土産品の販売による蕪島地区での滞在時間の延長、さらに
はその運営を民間事業者が行うことで地域の「稼ぐ力」を
向上させ、地域の賑わい創出及び地域経済の振興を目的と
する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

＜陸・海・空＞むつうまブランド
による「稼げる」農林水産業推進 むつ市の全域
プロジェクト

むつ市のご当地グルメと自衛隊グルメの更なるブランド化
を目指しながら、新たな市特産品を確立するための商品開
発や農産品開発に着手するとともに、地域特産品を下北５
市町村が連携し、首都圏等の外食系企業と生産者が直接つ
ながるＢｔｏＢの流れを加速させることで、新たな販路開
拓を行う。また、市有施設の大畑町魚市場にて、当地区で
初となる朝市を開催し、「むつ市のうまい」が一同に会す
る場を提供することで、地産地消やインバウンドをはじめ
とした消費者を、地域内外から呼び込むことで、地域経済
循環の向上を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）
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青森県

青森県

青森県

青森県

青森県

青森県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

むつ市

大学×若者×創業による将来を担
う人材育成・確保推進プロジェク むつ市の全域
ト

本市が所在する下北半島は、本州最北の地であり、冬季
は厳冬のため、屋外スポーツに触れる機会も制限される。
また、大学をはじめとした高等教育機関がないため、優れ
た教育を受ける機会も限られる中、名実とも日本一の大学
である東京大学をはじめとした首都圏の大学と連携・協力
し、日本一の教育やスポーツ先端科学に触れる機会を充実
させるとともに、高校生をはじめとした若年層への起業や
ベンチャーに関する機運を高める取組を進めることで、地
域全体の経済の好循環を実現させることで持続可能な地域
づくりを目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町

地域経済を活性化させるには、地域内消費率を高めつつ外
貨獲得に努めることが有効と思われるが、具体的な協議が
なされて来なかった。当交付金を活用し、町の基幹産業で
町の基幹産業である農水産業と観
ある一次産業と観光産業を結び付け、農水産物を効率よく
光産業を交差させる体制づくり＆ 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町の全 循環させ、地産地消の体制づくりを行う。その過程におい
地域の「食」を核にした交流人口 域
て、地域の農水産物のすばらしさ、観光地としての魅力を
拡大事業
町民に再認識してもらう。町民意識を変え、一丸となるこ
とにより、人口減少により地域活力の現状が著しい町に自
信と誇りをもたらし、訪れたみたい住んでみたい魅力ある
町を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

青森県南津軽郡藤崎町

藤崎町の農業は、修正特化係数と影響力指数が全産業中最
も高い一大基盤産業ですが、付加価値額は周辺市町村に及
ばない数値に伸び悩んでいます。また、近年は全産業就業
者数も減少傾向にあり、地域産業全体の振興を意識した対
地域商社を中心としたまち・ひ
策が必要です。そのため、農業の付加価値額増加に焦点を
と・しごとの未来デザインＬＡＢ 青森県南津軽郡藤崎町の全域
あて、そこから地域経済全体に良い波及効果をもたらす施
Ｏ始動プロジェクト
策を実施します。地域の独自性を具体的強みに確立する地
域ブランドづくり、これと連動した新商品開発と観光おも
てなしコンテンツやコミュニティビジネスの展開を目指し
て、一体的な取組を進めます。

地方創生推進交付金

計画本文

青森県南津軽郡大鰐町

2016年度から大鰐温泉もやし増産プロジェクトを展開して
いるが、引き続き後継者を育成しつつ、各農家の生産性を
向上させ、地域内外への安定供給を実現するとともに、さ
らなる販路強化を図る。また、大鰐温泉もやし同様、これ
持続可能にする伝統産業の事業承
青森県南津軽郡大鰐町の全域 まで歴史を繋いできた町のさまざまな伝統産業が存続の危
継推進プロジェクト
機に晒されているため、観光等他産業にも担い手育成の取
組を進め、地域産業の振興を図る。戦略的な人材育成事業
を展開し、大鰐のよき歴史を承継していく産業振興に取り
組むものである。

地方創生推進交付金

計画本文

青森県北津軽郡鶴田町

当該地域の最大の資源である鶴の舞橋周辺施設を活用し
て、富士見湖パーク駐車場敷地内に鶴の舞橋観光施設を新
築し、既存のトイレ、売店、観光ガイド詰所を集約し、
フードコートや屋内休憩所などの機能強化することで利便
鶴の舞橋周辺施設・観光機能強化
性を向上させ、周辺の駐車帯及び駐車場への進入路を整備
青森県北津軽郡鶴田町の全域
地方創生拠点整備交付金
計画
することで観光客の安全性を確保し、多様な主体と連携し
ながら鶴の舞橋改修事業等を一体的なプロジェクトとして
実施することで、将来100万人の観光客が訪れるまちを目指
し、地域に魅力ある雇用を創出し、町の人口減少抑制につ
なげるものである。

青森県三戸郡三戸町

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

計画本文

「１１ぴきのねこ」ラッピング電
車による交流人口拡大プロジェク 青森県三戸郡三戸町の全域
ト

人気絵本シリーズである「１１ぴきのねこ」を活用したま
ちづくりと三戸町のＰＲ強化を行うことにより、町の独自
性の確立と三戸ファンを獲得し、交流人口及び関係人口の
拡大による「住んでみたい町さんのへ」の実現を目指すも
のである。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

三陸の新しい交通ネットワークを
活用した交流人口拡大プロジェク 岩手県の全域
ト

交流人口拡大と地域経済好循環を図り、持続的に発展し
ていく三陸地域とするため、2019年３月にJR山田線の移管
を受け日本一長い第三セクター鉄道となる三陸鉄道と、
2018年６月に運航開始した宮古・室蘭フェリーの利用促進
を図るとともに、クルーズ船の寄港拡大を図り、新しい交
通ネットワークを活用した新しい人の流れを作る。
また、専門人材等を活用しながら、観光地域づくり関係
者等を支援し、旅行消費額の引き上げを図るとともに、多
様な主体が参画するプラットフォームを構築し、広域プロ
ジェクトを推進していく。

地方創生推進交付金

計画本文

第４次産業革命技術の実装による
岩手県の全域
イノベーション創出促進計画

地域の活力を上げるため、IoTやAI等の第４次産業革命技術
の導入促進により、ものづくり分野では、工場のスマート
化が進み、今まで工場で働いていた作業者も設計開発や生
産管理等の考える分野の仕事に従事し、生産性向上や高付
加価値化を進め、「稼ぐ力」を高め、やりがいのある「質 地方創生推進交付金
の高い雇用」を創出するとともに、農林水産業分野では、
情報通信技術（ICT）等の活用や実装を進めていき、作業の
省力化・効率化と経営の高度化を促進し、所得・雇用機会
の確保・拡大を目指すもの。

計画本文

岩手ファンの拡大を通じた人交密
岩手県の全域
度向上計画

岩手県では、進学・就職に伴う若年層を中心とした社会
減の拡大が問題となる一方、企業誘致の進展等によりこの
先５年間で5,000人とも言われる労働力不足が懸念されてい
る。
こうした状況を打開し、将来的な「社会減ゼロ」実現に
地方創生推進交付金
向けた第一歩として、岩手ファンの育成や関係人口の拡大
による外部の人材と地域との関わり、若者の活動の活性化
やネットワーク作りによる若者の交流など、人と人とのつ
ながりの密度（人交密度）を高めることによって地域外か
らの交流の間口の拡大に取り組むもの。

計画本文

宮古市、大船渡市、陸前高田
市及び釜石市並びに岩手県気
「プチ勤務」による女性・シニア
仙郡住田町、上閉伊郡大槌町
の就労支援事業計画
並びに下閉伊郡山田町、岩泉
町及び田野畑村の全域

本県沿岸地域においては、東日本大震災からの生業の再
生が進む一方で、労働力不足が深刻な問題となっている。
一方、女性やシニアの中には、働く意欲を持ちながら様々
な制約から就業していない人も多くいることから、女性や
シニアが働きやすい仕組み作りが必要となっている。
本事業の実施により、女性やシニアも働きやすい職場環境
を整え、就労意欲喚起とマッチングを行うことで、労働力
不足の解消を目指す。更には、地方創生の観点から、女性
やシニアがいきいきと活躍する地域づくりや、ものづくり
企業の労働生産性向上を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

ヘルスケア産業集積拠点整備計画 岩手県の全域

盛岡市を中心とした県央広域振興圏におけるヘルスケア関
連企業のポテンシャル、産学官金の連携による産業集積に
向けた機運の高まりを好機と捉え、当該振興圏に研究開発
の拠点化を図ることにより、新製品・新事業や高度ものづ
くり人材の雇用の創出を促進し、また、県南部を中心に生
産拠点を創出していくことにより、岩手県内にヘルスケア
関連産業における研究開発から生産までのグローバル拠点
の創生、地域経済の活性化を目指していくもの。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

スポーツクライミングの国内拠点
岩手県の全域
化整備計画

スポーツクライミングによる県民の健康増進と交流人口拡
大による地域活性化（観光業・宿泊業等）を図るため、１
か所で常に３種目の大規模大会が開催できる国内有数のス
ポーツクライミング競技場の整備し、岩手県を国内におけ
るスポーツクライミングの聖地としようとするもの。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名
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岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県、盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久
慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八
幡平市、奥州市及び滝沢市並びに岩手県岩手郡雫石町、葛
巻町及び岩手町、紫波郡紫波町及び矢巾町、和賀郡西和賀
町、胆沢郡金ケ崎町、西磐井郡平泉町、気仙郡住田町、上
閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、岩泉町、田野畑村及び普
代村、九戸郡軽米町、野田村、九戸村及び洋野町並びに二
戸郡一戸町

盛岡市

大船渡市

大船渡市

大船渡市

久慈市

久慈市

遠野市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

計画本文

就業・起業支援によるＵ・Ｉター
岩手県の全域
ン促進事業

東京圏からのＵＩＪターンを促進するため、東京圏から
移住して就業又は起業した場合に、岩手県と市町村が協働
して、移住支援金を支給するほか、移住希望者と中小企業
等との就業マッチングを促進するため、岩手県が訴求力の
高いインターネットサイトを開設・運営するとともに、中
小企業等を対象として、求人広告の作成支援と求人広告の
サイトへの掲載を行う。
また、地域における社会的課題を解決する事業の起業を
した者に対して、岩手県が起業に要する事業資金の補助及
び伴走支援を行う。

地方創生推進交付金

計画本文

地域に根付いた「盛岡ヘルステッ
ク・クラスター」形成促進事業計 盛岡市の全域
画

平成31年度から３ヵ年間，盛岡地域の医療機器製造企業を
牽引することが期待される地域経済牽引企業の成長を促し
ながら，クラスター構成企業の成長や学生の地元定着を支
援する施策を実施することにより，牽引企業を軸とした強
固なエコシステム形成を支援する。これにより，ヘルス
テックにかかる盛岡発の先端技術を，世界に展開する拠点
となる「盛岡ヘルステック・クラスター」を形成し，市内
のものづくり企業も巻き込みながら，市内産業の活性化，
魅力的な雇用の場の創出による若者の地元定着を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

大船渡市地域未来創発センターに
よる地場産業高度化・人材育成計 大船渡市の全域
画

大船渡市ふるさとテレワークセンター内に産学官で構成
する大船渡市地域未来創発センターを開設し、地場産業の
ITを活用した効率化・省力化に向けた地域課題研究会を立
ち上げ、経営的視点を持ったIT活用課題解決型人材の育成
を行いながら、ワークショップ等を通じて、課題の見える
化と改善システムの企画・実証を行い、実装化を図るもの
である。
これによって、地場産業の効率化・省力化が推進される
とともに、育成人材を中心に情報関連産業の集積が図られ
る。

地方創生推進交付金

計画本文

大船渡ふるさと交流センター発
「三陸マリアージュ」創出・展開 大船渡市の全域
計画

大船渡市の食関連産業は、小規模事業者が多く、東日本
大震災から復興するために販路回復や新規販路の確保が課
題となっている中、東京都杉並区に物販や情報発信の拠点
として大船渡ふるさと交流センター「三陸SUN」を開設し
た。
この「三陸SUN」を中心に地元食関連事業者と連携して複 地方創生推進交付金
数の商品を組み合わせる「三陸マリアージュ」を開発し、
首都圏の飲食店・小売店等の流通経路を確立するととも
に、地元飲食店・小売店等の普及展開を図ることで、地域
一体となった食関連産業の競争力の強化、観光集客等につ
なげるものである。

計画本文

三陸沿岸に最適な周年生産施設型
大船渡市の全域
農業による夏イチゴ産地化計画

大船渡市の気候特性等に適した施設型・周年生産型農業
の実現に向けて、間伐材を利用した耐侯性多用途木骨ハウ
スとイチゴ周年生産技術を融合した「イチゴ周年生産施設
パッケージ」の普及拡大を図るため、イチゴ生産・担い手
育成拠点施設を整備し、施設営農リーダー育成や既存農業
者への技術指導に取り組み、イチゴの生産拡大を図るもの
である。
合わせて地元菓子製造業や食料品製造業でのイチゴ商品
開発を支援することで農商工連携による夏イチゴのブラン
ド化を図り、地域ぐるみで夏イチゴ産地化を目指すもので
ある。

地方創生推進交付金

計画本文

雇用と移住定住によるトータル人
久慈市の全域
材獲得事業

人材不足が課題である企業と若者とをダイレクトにマッチ
ングする仕組み形成を目指し、企業の人材確保に関する採
用スキルアップ研修や合同企業説明会を開催する他、学生
のインターンシップ受入ノウハウ研修や学校等へのイン
ターンシップPRを行う。また、離職防止に関する企業向け
地方創生推進交付金
の研修や企業合同の新人研修や情報交換交流会等を開催す
る。また、UIJターン促進については、都市圏での移住相談
イベント出展やSNSによる情報発信を行い、暮らしのイメー
ジ冊子により機運を高め、更なるステップとして就業体験
型移住ツアーを開催する。

計画本文

ロケツーリズムを活かした商工観
久慈市の全域
光振興事業

ロケによる効果的なPRで地場産品の認知性を高めるとも
に、ふるさと納税者を増加させることで、地場産業の振興
につなげる。更には、あまちゃんに関連したコンテンツと
体験型観光を連携させることで、実際に久慈市を体感して
もらい、移住定住者の増加を目指す。これらの取組によ
り、観光を基軸として地場産業の拡大、雇用の維持、移住
促進を進めることで持続的な地域振興を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

企業支援による若者しごとサポー
遠野市の全域
ト事業

ローカル
プロジェ 遠野市の全域

若者等の安定的な雇用の確保を実現するとともに、しご
とがひとを呼び込む好循環により、ＵＩＪターン等の本市
に移住する若者など生産年齢人口の転入増（社会増）を目
指し、人口減少に歯止めをかけるため、大学等在籍中に奨
学金の貸与を受けた者で、遠野市内の事業所に就業した者
を対象に、奨学金返還支援を実施し、40歳未満の若者世代
の奨学金返還の負担軽減を図る。

遠野市を横断する東北横断自動車道釜石･秋田線の全線開通
や国道340号立丸トンネルの完成など、岩手県の内陸部と沿
岸部を結ぶ結節点としての有意性の高まりを受けて、岩手
県県南広域地域で集積が進む自動車関連産業を、遠野市の
成長ものづくり分野と位置づけ、地域経済牽引企業が中心
地方創生推進交付金
的な役割を担いつつ、市内中小企業等との連携による自動
車用部品の生産・物流の体制づくりや事業環境整備等を実
施し、国内外との取引拡大の販路開拓を進め、地域の稼ぐ
力の発揮による経済的波及効果を図るとともに、若者等の
安定的な雇用の確保を図る。

遠野市

自動車産業集積化加速
連携・グローバル展開
クト

岩手県岩手郡雫石町

鶯宿温泉周辺の拠点となっていた南畑小学校を、スポーツ
施設が集中する地域特性を活かした多目的複合施設とする
ことで、鶯宿温泉と連動したエリアマネジメントも含め、
町民の健康づくり・スポーツ指導者の育成や、町民主導の
岩手県岩手郡雫石町の区域の
鶯宿温泉スポーツエリア整備計画
健康イベントの開催など、幅広い人々が参画できるしくみ
一部（鴬宿・南畑地区）
の構築や気運の醸成により、町民や近隣住民の日常的な利
用のほか、競技スポーツ大会の開催やスポーツ合宿の実施
から生まれる、スポーツの有用性を活かした健康な地域コ
ミュニティを構築と交流人口の増加を目的とする。

岩手県岩手郡葛巻町

岩手県紫波郡紫波町

活用する支援措置

計画本文

地方創生拠点整備交付金

計画本文

「歩きまわりたくなるまちなか」
実現を通じたエリアリノベーショ 岩手県岩手郡葛巻町の全域
ンまちづくり

平成31年３月策定の「まちなかエリアビジョン（仮）」に
基づき、まちなかにいながら自然に触れ合うことができる
「親水・散策空間」に、新たに林業の町としてのシンボル
となる「木橋」を整備するとともに、「飲食・買物空間」
の充実など、まちなかに魅力スポットを集積し、「歩きた
くなるまちなか」を形成し、観光客等の回遊・滞在時間の
増加により町の賑わいを創出し、消費の拡大、地域経済の
活性化を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

スポーツを通じた交流推進プロ
ジェクト

当町の豊かなスポーツ資源を活用し、「スポーツ合宿誘致
推進事業」、「カナダホストタウン交流事業」、「アウト
ドアスポーツフェスタ開催事業」及び「スポーツ施設拠点
整備事業」を一体的なプロジェクトとして実施することに
より、スポーツを通じて町外からの来訪者や宿泊客を増や
し、交流人口や関係人口を増やすとともに町内経済の活性
化を図り雇用機会を創出し定住推進に寄与することを目標
とする。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

岩手県紫波郡紫波町の全域

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名
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岩手県

岩手県

宮城県

100 宮城県

101 宮城県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

人口減少を克服し、持続可能かつ新しい価値を創造し続け
るまちづくりを目指すため、町での暮らし・しごとの魅力
を継続的に発信することによる、新たな交流・関係人口の
拡大や、移住（希望）者と地域とを丁寧にマッチングする
岩手県上閉伊郡大槌町の全域 体制の整備による、地域・産業の担い手の誘致を推進。こ
のような、移住・定住の意思決定要素となる「コミュニ
ティ」、「しごと」、「住まい」の各分野の総合的な情報
提供と環境の充実の相乗効果により、町と都市との人材循
環を生み出す、大槌ならではの仕組みを構築する事業。

活用する支援措置

計画本文

岩手県上閉伊郡大槌町

大槌町移住・定住推進事業

地方創生推進交付金

計画本文

岩手県下閉伊郡田野畑村

経済の空洞化を改善する村内雇用創出を行うとともに、地
域の担い手世代となる人材を呼び込みたい。「新・教育立
村」と題して、ターゲットとなる30代子育て層に訴求する
新・教育立村（「たのはたプラン
田野畑村独自の教育モデル「たのはたプラン教育」を構築
岩手県下閉伊郡田野畑村の全
教育」「田野畑ＳＤＧｓ仕事図
する。さらに、「田野畑SDGs仕事図鑑」を製作し、エコで 地方創生推進交付金
域
鑑」制作）による移住者誘致事業
ソーシャルな起業の題材や就業枠を用意し、移住者の就業
問題を解決する。専用WEBサイトを製作し、それら本事業に
て作り上げたコンテンツを外部へ発信し、移住者誘致活動
を展開する。

計画本文

宮城県

宮城県

宮城県

宮城県女性・高齢者等新規就業支
宮城県の全域
援計画

宮城県地方創生総合戦略の２０６０年の遠方目標「地域経
済を支える産業がそれぞれの地域で栄え，「質の高い雇
用」機会が多く生み出されている社会」と「次代を担う子
どもたちが健やかに育つことができ、生涯現役で安心して
暮らせる活力に満ち、豊かさを実感できる社会」の実現を
目指し，女性や高齢者等の新規就業支援を通じて，企業や
地域産業の担い手となる人材の確保・育成とバランスのと
れた産業構造の転換を図ることで地域の「稼ぐ力」の好循
環を生み出し，人口減少下においても持続可能な地域経済
の構築を推進していく。

地方創生推進交付金

計画本文

人材不足対策を核とした宮城の次
代を切り拓くものづくり産業等の 宮城県の全域
新機軸創出計画

本県では、産学官金が連携し地方創生に向けて取組を推進
してきたところであるが、想定していた結果や成果を何と
か達成しているものの、ものづくり産業に関わる人材不足
等により、伸び悩んでいる状況にあることから、ものづく
り産業に携わる人材と企業の両面を磨き上げる取組を軸と
し、人材の確保・育成、生産性の向上を高める取組を重点
項目としながら、これまで実施してきた首都圏企業との
マッチングや販路開拓支援などの取組においても、新たな
手法を取り入れ、ものづくり産業振興の取組を発展的に加
速化し相乗効果を上げていくもの。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

宮城を力強く牽引する新エネル
ギー・環境関連産業創出・育成計 宮城県の全域
画

東日本大震災以後，自立・分散型エネルギーへの関心の高
まりとともに，水素エネルギーの利活用や再生可能エネル
ギーの導入等，クリーンエネルギーへの転換が進んでお
り，県内のクリーンエネルギー関連産業の創出・育成を図
ることが重要であることから，県内における新エネル
ギー・環境関連産業分野の「ものづくり」の取組を支援
し，県内事業者の市場参入を促進するとともに，参入に向
けたロードマップ作成やプロジェクトに対するハンズオン
支援等，きめ細かな支援を通じて，当該産業の高付加価値
化と質の高い雇用創出等を目指すもの。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

地域活性化型みやぎキャッシュレ
宮城県の全域
ス推進計画

震災により人口が減少している沿岸部を中心とした県内
の交流人口の拡大は、喫緊の課題であるため、県内中小・
小規模事業者や地域金融機関等が連携してキャッシュレス
決済のエコシステムを構築し、インバウンドをはじめとし
た交流人口の拡大を図り、その観光消費額の増加に繋げる
もの。
また、これらの取組を店舗側の人手不足の解消等生産性
向上に繋げ、新たな販促活動を展開し、さらなる観光消費
額の増加を目指すほか、地域内での消費拡大、資金循環に
よる地域経済産業や観光の活性化を目指すものである。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

102 宮城県

宮城県

103 宮城県

宮城県、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名
取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松
島市、大崎市及び富谷市並びに宮城県刈田郡蔵王町及び
七ヶ宿町、柴田郡大河原町、村田町、柴田町及び川崎町、
伊具郡丸森町、亘理郡亘理町及び山元町、宮城郡松島町、
七ヶ浜町及び利府町、黒川郡大和町、大郷町及び大衡村、
加美郡色麻町及び加美町、遠田郡涌谷町及び美里町、牡鹿
郡女川町並びに本吉郡南三陸町

宮城県移住支援・マッチング支
援・起業支援計画

宮城県地方創生総合戦略の２０６０年の遠方目標である
「地域経済を支える産業がそれぞれの地域で栄え，「質の
高い雇用」機会が多く生み出されている社会」の実現を目
指し，移住希望者の要望に沿った法人等とのマッチング実
施による移住支援や，各々の地域が抱えている課題を解決
するための起業支援を通じて，企業や地域産業の担い手と
なる人材の流入促進を図り，地域の「稼ぐ力」の好循環を
生み出し，人口減少下においても持続可能な地域経済の構
築を推進していくものである。

地方創生推進交付金

計画本文

仙台市

東北各地の自治体、食材の生産者、ワイナリー等と連携
し、東北の美酒や食と、東北に根付く文化や人の営みなど
を組み合わせた観光プログラムの形成、ブランド化を図
り、国内外に広く発信するとともに、観光業や食産業に関
仙台市並びに青森県、岩手
東北の美酒と食によるツーリズム
わる人材の育成を進め、東北への誘客と周遊促進を図る。
県、宮城県、秋田県、山形県
推進及び食産業振興プロジェクト
また、東北のゲートウェイである仙台において、東北の海
及び福島県の全域
や山の新鮮な食材を活用したり、東北の郷土料理を提供す
るなど、東北の食文化体験が可能な飲食店等を「東北の食
の体験コンテンツ」として認定・発信し、東北の食への興
味喚起と消費拡大を促す。

地方創生推進交付金

計画本文

中小企業の課題解決プラット
フォームの設置による地域経済活 仙台市の全域
性化事業

当市の企業の9割以上を占める中小企業の多様で複雑な経営
課題に対し、その課題を分析、見える化し、域内・域外の
産学金官との連携により、解決ができるよう、その支援ス
キーム及び企業間のマッチングによる課題解決を実施する
プラットフォームを構築する。また、その中で特に重要性
地方創生推進交付金
の高い課題である「中核人材の不足」については、現在、
取り組みが遅れている中小企業内での中核人材の育成につ
いて、当市を含む東北地方では活用されていない、ベン
チャー企業への留学による基礎力向上という先進的な手法
を用いて支援を実施する。

計画本文

せんだい農食チャレンジ支援事業 仙台市の全域

市内農業者や商工業者による６次産業化や農商工連携の新
たな取り組みを支援し、農産物のブランド化等による高付
加価値化、新たな流通モデルや加工品・飲食メニュー等の
開発による消費拡大につなげるとともに、これらを踏まえ
た農業経営の高度化による収益性向上のみならず、農業の
復興、食品関連産業や観光産業をも含めた仙台の新たな農
業の確立と地域経済の好循環を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

仙台市

社会的課題解決ビジネスモデル創
仙台市の全域
出事業

シード期及びグロース期のアクセラレーションプログラ
ム（伴走型集中支援プログラム）等により、革新的ビジョ
ンと事業戦略を描き、プロジェクト遂行の覚悟と高い視座
を持つ起業家を育成し、事業性と社会性、革新性を有する
社会的課題解決型ビジネスを地方から創出する。
また、社会的課題解決型ビジネスの具体化や起業家の持
続的成長を伴走支援できる起業支援人材を実践型研修等に
より育成し、東北地方における起業エコシステムを構築す
るとともに、関係者と連携しながら、同様の課題を抱える
国内外の地域への展開を支援する。

地方創生推進交付金

計画本文

石巻市

国内で北限の地と言われるオリーブの実証栽培を行い、栽
培技術の習得や生産体制の確立、商品化に向けた取組を官
民一体で進めている。平成26年度から定植を開始し収穫量
が着実に増加していることから、高品質なオリーブオイル
石巻市の区域の一部（北上地 等を生産するため、市内に加工施設を整備し、搾油、オ
北限のオリーブ加工施設整備計画
区）
リーブの塩漬け、葉のパウダー加工を行い、北上川河口に
位置する豊かな自然や周辺施設などの観光資源との相乗効
果を図りながら、高品質かつ国産オリーブ北限の地として
の付加価値をプラスした商品販売を展開し、「北限のオ
リーブ」ブランドを確立する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

104 宮城県

105 宮城県

106 宮城県

107 宮城県

108 宮城県

仙台市

仙台市

宮城県の全域

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

109 宮城県

110 宮城県

111 宮城県

112 宮城県

113 宮城県

114 宮城県

115 宮城県

116 宮城県

117 宮城県

118 宮城県

119 宮城県

120 秋田県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

市民主体による新たな人の流れ創
出プロジェクト ～行ってみた
登米市の全域
い、住んでみたい、住み続けたい
登米市の実現～

登米市では、少子高齢化の進行や転出による人口減少克服
が喫緊の重要課題である。このため、若者や子育て世代な
どから移住・定住先として選ばれるため、本市の魅力を市
民が主体となり効果的に発信していく。さらに、市外の方
に興味をもってもらうツールとなる地域伝承文化等を活用
し、市内外に向けて積極的に発信することで、交流人口の
拡大へつなげ、地域の活性化を図る。併せて、官民が一体
となって移住・定住者の受入環境の整備に取り組み、首都
圏などからの移住者の増加を図るとともに、定住促進の取
組により転出者の抑制を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

大崎市

ものづくり企業等魅力向上・情報
大崎市の全域
発信強化支援事業

大崎地域は、成型金型、電子部品、建築資材のメーカーな
どの一定規模の集積が見られるが、人口減少や海外生産の
更なる進展などによる国内生産動向も不明確であることか
ら、新たな分野への参入も含めた技術開発・製品開発が必
要となる。異業種への参入を含めた取引拡大を図るため、
新製品・新技術の開発などを通して企業のＰＲ力を強化す
る。
また、企業活動の根幹となる人材確保を図るため、大崎地
域の製造業の魅力を高めるとともに、インターンシップの
受入等を通して、積極的に地域の学生生徒に働きかけを行
う。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

大崎市

大崎地域の特徴である農耕文化や食文化、屋敷林（居久
根）の景観や生活の知恵、ラムサール条約に代表される生
物多様性等を“大崎耕土ツーリズム”の体験型サービスと
して提供し、地域資源に歴史的背景などの“ストーリー
世界農業遺産「大崎耕土」の食・ 大崎市並びに宮城県加美郡加
性”を持たせた新たなサービスを創出し、大崎耕土の魅力
農文化等の地域資源を活かした
美町及び色麻町並びに遠田郡
を情報発信することで、大崎地域のツーリズムエリアとし
ツーリズム創造事業
涌谷町及び美里町の全域
ての付加価値を高める。
これにより、観光客からの評価を高め、リピーター増に
もつなげ、地域の活動への誇りを醸成し、地域資源を“守
るために活かす”継続した取組みとなることを目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

大崎市

未活用人財・資産掘り起こし総活
大崎市の全域
躍社会実現計画

少子高齢化の進行と若者の都市への移住により，地域にお
ける高齢者比率が高くなることによる地域活力の低下や，
就業者を雇用できない中小企業の廃業等による災害等への
地域対応力の低下が大きな課題として危惧されている。交
付金事業により，移住支援を行い地域に若い男女を増やす
とともに，起業支援により多様な業種での起業が行われる
ことで，危惧されていた地域における災害等への対応力や
地域活力を再生させる計画である。

地方創生推進交付金

計画本文

富谷市

新たな観光拠点と地域の担い手創
出による宿場町復活・活性化プロ 富谷市の全域
ジェクト

宿場町として栄えたしんまち地区の歴史と地域資源を新た
な魅力として活用し持続可能なまちづくりの一端を担うも
の。具体的には、地域住民を中心に地区活性化のコンセプ
トづくりや観光集客を目指しブランディングに取り組み、
また歴史資源の活用に向けた調査、情報発信のためのWEB媒
地方創生推進交付金
体制作やその効果的な活用を図るべく人材育成を行う。地
区をメイン会場とした「街道まつり」は観光コンテンツと
して継続開催し、宿場開宿400年の2020年は記念事業とす
る。その他、地区で創業していた醤油工場を観光の拠点化
等として整備も行う。

計画本文

宮城県刈田郡七ヶ宿町

地方版総合戦略で掲げる70万人を達成するため、新たな
交流にもつながる観光産業の創出を目指します。
蔵王国定公園及び蔵王高原県立自然公園の自然環境を活
食資源と結ぶ観光施設機能強化事
かした交流施設を核として、アウトドアや山岳トレッキン
宮城県刈田郡七ヶ宿町の全域
業
グ体験等を提供し、見る観光から地域資源に付加価値をプ
ラスした、新たな観光産業を創出し、来場客数の増加によ
る交流人口の拡大と地域内消費の拡大による所得向上を目
指します。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

太陽の村冒険遊び場キッズバイク
宮城県柴田郡柴田町の全域
パーク整備事業

遊びを通した子どもの体力の向上と健康づくりを目指す。
「キッズバイク・木育」という新たな遊びのコンテンツを
導入。キッズバイクは、県内でも事例が少なく、将来は近
隣市町や県内外からも参加するレース大会の開催を目指
す。管理棟は、町が進める“自転車ツーリズム”や“近隣
の市町と連携した自転車による広域圏周遊・観光”の拠点
施設として併せて整備し、施設の魅力や利便性の向上を図
る。キーワードは“サイクルスポーツ”、子どもから大人
までが楽しめ、家族連れを中心に交流や宿泊が出来る拠点
施設として整備する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

４廃校活用施設によるまちづくり
宮城県柴田郡川崎町の全域
促進事業

４つの廃校活用事業者及び川崎町で協議会を設立し、本協
議会が中心となり、各事業者が合同での商品開発及び情報
の一元化や、課題等の整理、ブランド構築に向けたプロ
モーション活動やテストマーケティング活動、視察や観光
促進に関する仕組みづくり、事務局体制の構築などを推進
していく。将来的には、本協議会が各種コーディネート機
能を持ち、各種施設と連携した事業を構築していき、各廃
校の経営力を向上や、既に実施している地方創生事業とも
連携し、まちづくりを推進するためのシンクタンク機能を
持ち合わせた協議会に育成していく。

地方創生推進交付金

計画本文

２０２０年東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会を契機とす
宮城県加美郡加美町の全域
る心のバリアフリー推進プロジェ
クト

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックを機に、イ
ンバウンドの推進や異文化交流を通した共生社会を推進す
るため、スポーツや文化、経済等の分野でチリ共和国と多
様な交流事業を展開し、地域における「心のバリアフ
リー」の推進と、パラリンピアンを迎え入れる競技施設や
宿泊施設についてバリアフリー化や多言語対応など施設機
能の改善を図る。将来的には、オリンピックレガシーを活
用しながら社会的障壁の解消に取り組み、互いを尊重し、
理解し、合支え合って暮らすことのできる「ユニバーサル
タウン」のまちづくりの実現を目指す。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

２０２０年東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会を契機とす
宮城県加美郡加美町の全域
る加美町ユニバーサルツーリズ
ム・プロジェクト

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックを機に、イ
ンバウンドの推進や異文化交流を通した共生社会を推進す
るため、スポーツや文化、経済等の分野でチリ共和国と多
様な交流事業を展開し、地域における「心のバリアフ
リー」の推進と、パラリンピアンを迎え入れる競技施設や
宿泊施設についてバリアフリー化や多言語対応など施設機
能の改善を図る。将来的には、ユニバーサルスポーツを推
進しながら社会的障壁の解消に取り組み、互いを尊重し、
理解し、合支え合って暮らすことのできる「ユニバーサル
タウン」のまちづくりの実現を目指す。

地方創生拠点整備交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

２０２０年東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会を契機とす
宮城県加美郡加美町の全域
る加美町ユニバーサルタウン推
進・プロジェクト

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックを機に、イ
ンバウンドの推進や異文化交流を通した共生社会を推進す
るため、スポーツや文化、経済等の分野でチリ共和国と多
様な交流事業を展開し、地域における「心のバリアフ
リー」の推進と、パラリンピアンを迎え入れる競技施設や
宿泊施設についてバリアフリー化や多言語対応など施設機
能の改善を図る。将来的には、ユニバーサルスポーツを推
進しながら社会的障壁の解消に取り組み、互いを尊重し、
理解し、合支え合って暮らすことのできる「ユニバーサル
タウン」のまちづくりの実現を目指す。

地方創生拠点整備交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

ヘルステック産業拠点創出支援事
秋田県の全域
業

医療福祉関連産業分野における人材育成や医療機関等と
の連携を促進し、革新的医療機器の研究開発・製造拠点の
創出を推進するため、人材育成に向けたセミナーや病院見
学、医療機関や秋田県臨床工学技士会と連携した医療ニー
ズ発表会、販路開拓への支援等を実施するとともに、地域
経済を牽引する中核的企業化を目指す地域経済牽引事業者
の生産拠点整備と研究開発を支援する。

地方創生推進交付金

計画本文

登米市

宮城県柴田郡柴田町

宮城県柴田郡川崎町

宮城県加美郡加美町

宮城県加美郡加美町

宮城県加美郡加美町

秋田県

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

121 秋田県

122 秋田県

123 秋田県

124 秋田県

125 秋田県

126 秋田県

127 秋田県

128 秋田県

129 秋田県

130 山形県

131 山形県

132 山形県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

秋田の地域コミュニティ創生計画 秋田県の全域

中山間地域においては、集落の小規模化や高齢化などによ
り、単独の集落では暮らしの維持が困難になっている中
で、集落での生活を支えるため、集落の枠組みを超えて、
小学校区、公民館区等、住民の一体感に根ざした複数の集
落からなる圏域を対象として、広域的に支え合う地域運営
のしくみを作る「コミュニティ生活圏」（＝集落生活圏）
を形成して、地域住民が主体となって集落での持続可能な
暮らしを守るための基盤を構築することを目的とするもの
である。

地方創生推進交付金

計画本文

水稲新品種のブランド化を契機と
秋田県の全域
した地域経済活性化プロジェクト

本県農業の更なる発展と農家所得（米の農業産出額）の向
上を目指すためには、「あきたこまち」などの既存品種に
より創り上げられてきた「秋田米のブランドイメージ」と
「現状価格」のブレイクスルーが必要である。縮小しつつ
ある米市場のシェア獲得に向け、各県がしのぎを削ってい
る状況にある中、本県独自に開発した極良食味新品種につ
いて、流通・販売対策などの「ブランド化戦略」を策定す
るとともに、栽培方法、生産出荷基準の策定などの生産対
策、効率的なＰＲ戦略を含めた流通・販売対策を実施す
る。

地方創生推進交付金

計画本文

秋田県女性の新規就業支援事業計
秋田県の全域
画

・高齢化が進行する本県においては、２０４０年に１１万
人の労働力不足が生ずる恐れがあると推計されている。
・労働力不足に対応し、本県の持続的な発展のためには、
女性・高齢者等の労働参加を促す必要がある。
・当県の女性の労働力率は、47.0%と全国平均を下回り、高
地方創生推進交付金
齢化に伴い減少傾向にある。
・これまで十分なアプローチができていなかった潜在的な
労働者へのアプローチを強化し、官民が連携して新規就業
に結びつけていくことで、秋田県の経済成長の持続と地方
創生で目指す将来像の実現につなげる。

計画本文

健康づくり県民運動推進計画

秋田県の全域

全国で最も人口減少と高齢化が進む本県においては、健康
寿命を延伸し、元気な高齢者が地域社会や産業を支える健
康長寿社会の創出が喫緊の課題である。そこで、健康意識
の高い人材や健康づくりリーダーとなる人材の育成を市町
村と連携して進めるとともに、健康寿命日本一を目指す県
民運動を展開し、健康経営の普及、健康な食事を選べる環
境の整備、運動機会の提供、健康無関心層に働きかける健
康ポイント制度の導入支援並びに健診データの分析結果の
周知等の施策を総動員して、社会全体で健康づくりを進め
る環境整備を進める。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

世界に売り込めＣｏｏｌＡｋｉｔ
秋田県の全域
ａプロジェクト

本県では、クルーズ船の乗船客や海外からのチャーター便
を対象にした県内ツアー造成など、国内外観光客の受入環
境の整備が進んでおらず、また、誘客を意識した取組や海
外展開できる事業者群の育成、輸出対象国の嗜好に見合っ
た食べ方や商品提案を強力に推進していく必要がある。
よって、国内外観光客の満足度を高め観光消費を促すため
のインバウンド対策と、海外における観光と一体的なプロ
モーションを展開するアウトバウンド対策を実施すること
により、相乗効果を高め、交流人口の拡大や地域経済の活
性化を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

秋田県移住・就業・起業支援計画 秋田県の全域

秋田県では、人口減少及び企業の人材不足により産業の衰
退や地域の生活扶助機能の低下、生活交通の不足、空き
家、空き店舗の増加といった問題が顕在化している。
県及び県内市町村の地方版総合戦略が掲げる、「産業振興
による仕事づくり」、「移住・定住対策」等の基本目標を
実現し、本県の経済成長と地域活性化を図るため、東京２
３区在住者・通勤者が地域経済を牽引する産業分野など県
内企業等に就職した場合、移住支援金を支給する。また、
社会的事業の起業に対しては、創業経費等を補助するとと
もに、移住支援金を併せて支給する。

地方創生推進交付金

計画本文

秋田市

創業支援拠点整備事業

平成31年度中に秋田市中心市街地活性化基本計画の区域に
存する空きテナントを賃借のうえ秋田市創業支援拠点施設
を整備し、平成32年度から運営を開始する。施設にはシェ
アオフィスやコワーキングスペース、起業関連図書コー
ナーのある起業家交流スペースを設置し、常駐するイン
キュベーションマネージャーによる経営支援のほか、新た
に起業コンシェルジュを常駐させ、定期的な起業セミナー
や学生向け対談イベントの開催により、起業家の交流促進
を図るとともに、創業機運のなお一層の醸成につなげ、市
内全体の開業件数の増加を図る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

能代市並びに秋田県山本郡藤里町、三種町及び八峰町

地域連携ＤＭＯである「あきた白神ツーリズム」が中心
となり、行政や地域の多様な関係団体が連携し、観光の産
業化を進め、地域が「観光で稼げる仕組み」を構築する。
地域連携ＤＭＯあきた白神ツーリ 能代市並びに秋田県山本郡藤
「観光で稼げる地域」への転換により、インバウンドを
ズムを核とした観光地域づくり推 里町、三種町及び八峰町の全 軸とした交流人口と域内消費額が拡大され、地域経済の活
進事業
域
性化が図られる。それにより、雇用の増加や新規起業が促
進され、移住定住支援施策との相乗効果により、若者の域
外への流出を抑制しながら移住を促進して人口減少に歯止
めをかけ、持続可能な地域の実現を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

地域ブランディングによる観光ま
仙北市の全域
ちづくり計画

仙北市内にある地域資源のブランディングを図るととも
に、訪日観光客を受け入れるための環境及び態勢整備、海
外プロモーション、外国人材を採用した観光情報等の発信
を行う。
◆海外誘客に向けた態勢整備及び情報発信
◆地域コンテンツ販売促進及び分析業務
◆地域独自の価値を最大限に活かした、商品造成に向けた
動態調査
◆ハラール受入態勢整備

地方創生推進交付金

計画本文

ＩｏＴ等先端技術活用推進計画

山形県の全域

中小企業主体の本県産業界において、ＩｏＴ・ＡＩ・ロ
ボット等の先端技術の導入等を行うことにより、企業の生
産性向上、ＩｏＴ関連産業をはじめとする成長分野での取
引・売上拡大、地域経済循環の向上を実現し、全国の地方
産業における先導的なモデルケースとなることを目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

山形県の全域

「やまがた創生総合戦略」において掲げる基本目標「豊か
な山形の資源を活かして雇用を創出」の実現に向け、県内
屈指の観光地である蔵王の再起をモデルケースとして、国
内外からの観光誘客の促進、インバウンドをはじめとする
交流拡大に向けた受入体制の整備や山形の魅力を活かした
先導的ツアーの推進等による観光客数や観光消費額の拡大
に結びつける。併せて、魅力ある観光地づくりによる郷土
愛・地域愛を醸成し若者の定住を促進するとともに、地域
経済の活性化を通した観光による新たな「しごと」の創出
を図り、地方創生に取組んでいく。

地方創生推進交付金

計画本文

山形県新規就業支援プロジェクト 山形県の全域

官民連携のプラットフォームを形成し、各種助成金や各種
相談窓口などの既存の仕組みも活用しながら、女性、高齢
者、障がい者の新規就業者の掘り起こしから、受入れ企業
における職場環境の改善、マッチング、伴走支援までを一
体的に実施する。

地方創生推進交付金

計画本文

秋田県

秋田県

秋田県

秋田県

秋田県及び秋田市

秋田県、秋田市、能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢
市、鹿角市、由利本荘市、潟上市、大仙市、北秋田市、に
かほ市及び仙北市並びに秋田県鹿角郡小坂町、北秋田郡上
小阿仁村、山本郡藤里町、三種町及び八峰町、南秋田郡五
城目町、八郎潟町、井川町及び大潟村、仙北郡美郷町並び
に雄勝郡羽後町及び東成瀬村

仙北市

山形県

山形県

山形県

新「世界の蔵王」プロジェクト

秋田市の全域

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

133 山形県

134 山形県

135 山形県

136 山形県

137 山形県

138 山形県

139 山形県

140 山形県

141 山形県

142 山形県

143 山形県

144 山形県

山形県、山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河
江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢
市及び南陽市並びに山形県東村山郡山辺町及び中山町、西
村山郡河北町、西川町、朝日町及び大江町、北村山郡大石
田町、最上郡金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵
村、鮭川村及び戸沢村、東置賜郡高畠町及び川西町、西置
賜郡小国町、白鷹町及び飯豊町、東田川郡三川町及び庄内
町並びに飽海郡遊佐町

山形県、鶴岡市及び酒田市並びに山形県東田川郡三川町及
び庄内町並びに飽海郡遊佐町

山形県、鶴岡市、酒田市、寒河江市、村山市、尾花沢市及
び南陽市並びに山形県西村山郡河北町、西川町、朝日町及
び大江町、北村山郡大石田町、最上郡最上町及び鮭川村並
びに西置賜郡小国町、白鷹町及び飯豊町

山形県及び酒田市

山形県、村山市、長井市及び天童市

山形市

山形市

米沢市

鶴岡市

鶴岡市

鶴岡市

酒田市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

山形県移住支援・マッチング支
援・地域課題解決型創業支援プロ 山形県の全域
ジェクト

山形県、県内全市町村、企業等が一体となり、東京圏か
らの移住並びに本県産業への就業及び起業を後押しするた
めの移住支援金を支給する移住支援事業、本県産業と就業
者のマッチングを支援するための求人情報を提供するマッ
チング支援事業を実施する。
併せて、地域の社会的課題の解決を目指す担い手を確保
するため、社会的事業分野における起業者に対して起業支
援金を支給する起業支援事業を実施する。

地方創生推進交付金

計画本文

庄内空港の利便性向上による地域
産業振興・インバウンド誘客拡大 山形県の全域
等推進計画

庄内地域で唯一の高速交通手段である航空を新たな路線就
航（ＬＣＣによる庄内＝成田線運航） によって拡充し、か
つ、県・自治体・経済団体・民間企業等で構成される庄内
空港利用振興協議会と連携し、空港の利用拡大を図ること 地方創生推進交付金
で路線の維持・定着を図るとともに、５往復便化に拡充さ
れた交通インフラを活かし、地域産業の活性化及びインバ
ウンド誘客による交流人口の拡大等を推進していく。

計画本文

移住定住・人材確保戦略的展開プ
山形県の全域
ロジェクト

移住定住・人材確保策を一体化・組織化し、「若者（特に
子育て世代）」を主なターゲットに、本県への移住希望者
一人ひとりのニーズに寄り添った質の高い移住定住・人材
確保策を戦略的に展開し、県外からの移住者を拡大させ、
人口減少要因の１／３を占める社会減少を抑制する

地方創生推進交付金

計画本文

飛島振興重点プロジェクト・飛島
酒田市の全域
まるごと元気活性化事業

山形県唯一の離島である「飛島」において、個性的で魅力
的な地域資源を活かして観光交流や産業振興に取り組む若
者達を、県と市が連携しながらソフト・ハード両面で支援
することにより、飛島の基幹産業(観光業・漁業)の再生に
つなげるとともに、新たな雇用創出による若者の転入拡大
を促進し、「飛島」の維持振興を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

雪を活かした地域活性化及び地域
山形県の全域
産業振興プロジェクト

雪や雪に根差した伝統文化等を観光資源として磨き上げ、
インバウンドも意識した本県の雪の魅力の情報発信を強化
し、併せて受入態勢の整備を図ることで、冬期間の交流人
口の拡大に繋げていき、地域活性化を図る。また、近年多
発する短期集中的な降雪（ゲリラ豪雪）に対し、ＩＣＴを
活用した効率的な道路除排雪の実施など、多様な除排雪の
試みを進め、冬季間のインフラを確保して観光交流をより
一層活発化させ、同時に住民の生命と財産を守る取り組み
を進める。さらに、雪に関連する技術イノベーションを進
め、新たな産業の創出をはかる。

地方創生推進交付金

計画本文

クリエイティブプラットフォーム
山形市の全域
形成事業

「（仮称）やまがたクリエイティブシティアライアン
ス」）を組織し、アライアンスを中心とした人的ネット
ワークである、クリエイティブネットワークを形成する。
これはクリエイティブな人材と地元企業等を結び付け、雇
用の創出や起業に繋げ、地域経を活性化させることを目的
とする。
また、事業効果を高めるために、未活用部分が残ってい
る旧第一小学校旧校舎（現在の山形まなび館）を、クリエ
イティブネットワークのハブとなる拠点施設「（仮称）や
まがたクリエイティブシティセンター」としてリニューア
ルする。

地方創生推進交付金

計画本文

スクスク（ＳＵＫＳＫ）生活定着
推進事業―健康医療先進都市の実 山形市の全域
現に向けて―

山形市は、科学的な知見を踏まえ、山形市民の健康寿命を
損なう大きな要因である認知症、運動器疾患、脳血管疾患
の予防を進めるために、スクスク生活（食事（S）、運動
（U）、休養（K）、社会（S）、禁煙（K））を柱とした事
業を実施し、健康寿命の延伸を図ることとしており、その
活動を中心市街地で実施することで、これまでにない健康
づくりを目的とした新たな人の流れを生み出すことによっ
て、中心市街地の活性化が図られるとともに、いつまでも
健康に暮らし続けることができるまち「健康医療先進都
市」の実現を目指すもの。

地方創生推進交付金

計画本文

精密加工技術を核とした米沢もの
米沢市の全域
づくりプロモーション事業

本市の産業の中心は、情報通信関連分野をはじめ電子部
品・デバイス・電子回路製造であるが、その中でも完成品
の前段階にあたる部品の精密加工を行う企業が多い。今
後、本市のものづくり分野における地域経済牽引事業を促
進するためは、精密加工企業群による国内外への販路拡大
及び地域での人材育成への支援が必要になる。地方創生交
付金を活用した各種支援事業の実施により、本市の強みを
活かしながら、地域内外への高い経済的波及効果を図ると
ともに、若者等の優れた産業人材の確保を実現し、しごと
とひとの好循環を目指すものである。

地方創生推進交付金

計画本文

鶴岡モデル循環型農業による農業
鶴岡市の全域
人材育成・確保プロジェクト

本市の特色ある農産物の生産による循環型農業に加え、地
域内における農業を中心とした経済の好循環も目指してお
り、農業者、行政、民間が一体となって、地域農業を支え
る若手農業者の育成・確保を力強く進めていく。そのため
にも、新たに整備する農業人材育成拠点施設を基点に、民
間企業の力を最大限に活用し、首都圏等から若い人材を呼
び込み、座学と農場実践研修の融合により、農業を基点と
して多くの若者が本市に定住し、地域農業の担い手として
活躍し、さらには地域をけん引することを期待している。

地方創生推進交付金

計画本文

都市から地方へ、世界から鶴岡へ
食文化でひとの流れを創造するプ 鶴岡市の全域
ロジェクト

ユネスコ認定は、国内外の創造都市や食の教育機関等と
のつながりを生み、新しいネットワークの形成や食関連産
業での農林水産業における在来作物の生産振興、海産物の
ブランド化、製造業における新製品へのチャレンジ、観光
分野ではインバウンドの取組みの活性化など、波及効果も
現われつつある。
世界に認められた本市の食文化を地方創生の旗印とし
て、その特長を生かした先駆的な取組により、まちのプレ
ゼンスを高めて国内外から人の流れを増加させるととも
に、都市の稼ぐ力を高めることで自立的で持続的な地域づ
くりを実現する。

地方創生推進交付金

計画本文

鶴岡モデル循環型農業人材育成拠
鶴岡市の全域
点整備計画

本市の特徴でもある、農産物を中心とした循環型農業に
加え、地域内における経済の循環も視野に、農業者、行
政、民間が一体となって、地域農業を支える若手農業者の
育成・確保を力強く進めていく。そのためにも、民間企業
の力を最大限活用し、首都圏等から若い人材を呼び込み農
業人材育成拠点施設を新たに整備することによって、座学
と農場実践研修の実施により、農業を基点として多くの若
者が本市に定住し、地域農業の担い手として活躍し地域農
業をけん引することを期待している。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

ＫＯＥＫＩ（交易と公益）のま
ち・酒田推進事業

観光分野における交流人口の拡大と消費の増大を図るた
め、日本遺産「北前船寄港地船主集落」と「鳥海山・飛島
ジオパーク」、「クルーズ船受入」の3本の柱とそれらに付
随する「食」「酒」でＰＲしていく。具体的には、観光産 地方創生推進交付金
業を活性化させるための新組織の設立、新組織による日本
遺産構成文化財回遊の仕組みづくりとイベントの企画運
営、日本遺産構成文化財PR施設の整備を実施する。

酒田市の全域

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

145 山形県

146 山形県

147 山形県

148 山形県

149 山形県

150 山形県

151 山形県

152 山形県

153 山形県

154 山形県

155 山形県

156 山形県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

ものづくり産業、企業支援型サー
ビス産業の人材確保・育成等競争 酒田市の全域
力強化事業

「ものづくり産業」及び今後成長の期待される「企業支援
型サービス産業」の両分野を軸とした「足腰の強い産業構
造」を構築していくために次の取り組みを実施していく。
●即戦力となる高度人材の確保・育成並びに求人発信力の
強化による人材の確保・育成、●ＲＰＡ導入支援及びＲＰ
Ａ構築人材の育成による人材不足・経営効率化ニーズに対
応する業務効率、生産性向上支援●事業拡大を図る地域牽
引事業者への施設整備への支援による企業支援型サービス
産業の集積促進

地方創生推進交付金

計画本文

「参加する暮らしに人が集うまち
酒田」酒田市生涯活躍のまち基本 酒田市の全域
計画

医療機関や大学、地域での支えあいの仕組みを活用し、安
心していきいきと暮らせるまちづくりを進め、元気な高齢
者の移住を促進、協働による地域づくりを目指す。移住者
を獲得するため、市はモデルとなる拠点候補地を定め、民
間活力によってまとまった住まいや付随する拠点を整備す
る。また、移住希望者が移住前から地域との関わりをつく
り、移住実現の過程を繋ぐ人材の育成や、窓口となる場や
機能を構築する。本取り組みを、元気な高齢者に限らず若
者へと、モデル拠点に限らず市全域へと展開していく。

地方創生推進交付金
生涯活躍のまち形成事業
計画に基づく特例
生涯活躍のまち形成事業
計画によるサービス付き
高齢者向け住宅の入居者
要件の設定

計画本文

スポーツツーリズム推進によるま
寒河江市の全域
ちづくりプロジェクト

①未就学児・子育て世代、若者等をターゲットとした地域
資源活用型の自転車活用マーケティング事業について効果
検証結果に基づき大幅見直ししたうえで実施②既存インフ
ラを活用した多様なスポーツ（マラソン・カヌー・トライ
アスロン・パラスポーツ競技各種等）や若者をターゲット
としたニュースポーツ（ＳＵＰ等ウォータースポーツ・ス
ケートボード等）イベント開催等四季を通じたマーケティ
ング事業を自転車と連携して展開③多言語化したポータル
サイト開設等により「スポーツのまち」としての情報発信
を強化しブランド化する

地方創生推進交付金

計画本文

小さな拠点を活用した住民主体の
寒河江市の全域
まちづくり推進計画

文化・スポーツ・子育て・福祉・防災・プロモーションの
拠点として多目的交流センターを新築し、地域住民の健康
づくり、安全安心な暮らしの確保、域内外の交流促進、地
域住民の生きがい創出等を図り、地域自ら課題解決型の地
域づくりを進めることで集落機能の維持・発展に繋げる。
農業生産が盛んな地域特性を活かし、直売等の柴橋マル
シェ（仮称）を開催し、交流人口の拡大と地域消費の拡大
を図り、地域経済を循環・活性化させる仕組みづくりを行
い、営業収入や行政からの施設管理費・委託料等を充て、
継続かつ安定した事業が期待できる。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

農観連携による稼ぐ力創出計画

市内に点在する自然、景観、農業、伝統文化等の地域資源
を繋ぎ合わせることで市全体をアグリランドと捉え市全体
のブランド化に向けた「農観連携によるむらやまアグリラ
ンド構想」に取り組み、大小規模農家を問わず持続可能な
農業経営を実現するため、「バラのまち」として相応しく
バラを農業と捉えた事業展開や、国内でも珍しい「天然
じゅんさい」の再生を実現し、稼ぐ力の創出と交流人口の
拡大を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

地方創生推進交付金

計画本文

地域一体で行う６次産業化商品販
長井市の全域
路拡大プロジェクト

「長井市６次産業化プラットフォーム（仮称）」を設置
し、地域の６次産業化商品の一体的な販売活動によって市
外販路の開拓を行う。そのため、商品販売に精通した専門
家をプラットフォームの運営者に招聘し、ブランディング
や、市外の販路に向けたＰＲ販売、イベント出展、ＥＣサ
イトや首都圏のアンテナショップでの商品販売等を実施す
る。
また、販売活動の成果や課題を踏まえた商品開発の研修を
実施するとともに、６次産業化推進協議会において事業者
同士の連携を促進することで、円滑でスピーディーな商品
開発が行える体制を構築する。

地方創生推進交付金

計画本文

長井市

長井市まちなか交流施設整備計画 長井市の全域

市民や、観光客が集い交流できる場として「（仮称）長井
市まちなか交流施設」を整備する。同施設は市民の利便性
を第一に考慮し、市新庁舎と併設する。
市民活動の成果発表や情報発信ができる「市民交流ホー
ル」、市民が活動できる場とともに災害発生時には一時避
難スペースとなる「市民協働ホール」、来訪者の憩いの場
としての飲食・物販スペース、観光客のニーズに対応する
ための観光案内所を設置する。
また、レンタルオフィスを設置し、山形鉄道株式会社が
入居することで、効果的にひとの流れを生み出す施設運営
が可能となる。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

長井市及び南陽市並びに山形県西置賜郡白鷹町及び飯豊町

長井市で平成28年度から取り組んでいる地域ＤＭＯ「やま
長井市及び南陽市並びに山形 がた長井観光局」を、南陽市、白鷹町、飯豊町とともに地
地域連携ＤＭＯを中心とした観光
県西置賜郡白鷹町及び飯豊町 域連携ＤＭＯとして拡大し、旅行商品の販売を中心とした
地域づくり計画
の全域
観光地域づくりに取り組むことで、観光関連産業の成長を
促し、交流人口の拡大と地域経済の活性化を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

天童市

高齢者健康福祉施設整備計画

老朽化等した老人保養センターと公衆浴場を併設する市
民いこいの家を新たな一体的施設として、高齢者の生きが
いづくりや市民の積極的な健康づくりを推進するととも
に、天童温泉や道の駅「天童温泉」の外湯的な側面ももつ
高齢者健康福祉施設として整備する。一体化による管理運
営の効率化に加え、福祉推進並びに観光推進にも寄与す
る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

山形県東村山郡中山町

平成29年に柏倉九左衛門家（県指定文化財）及び柏倉惣右
衛門家（町指定文化財）の敷地と建造物が町に寄付され
た。建物や美術工芸品は北前船と最上川舟運によるものが
最上川舟運文化が育んだ紅花が彩
多く、出羽の産物と京都の文化の交流を象徴し、舟運の船
る豪農屋敷とイモニケーションが
頭たちが当町で始めた芋煮会とともに、平成30年に日本遺
山形県東村山郡中山町の全域
生み出す関係・交流人口１０倍プ
産「山寺が支えた紅花文化」の構成文化財に認定された。
ロジェクト
この貴重な文化財を後世に伝え、交流人口の拡大や農業、
商工業の振興、新たな雇用の創出につなげるため、関係人
口の拡大とともに、民間の力を活かしながら、「稼げる」
文化財として活用するもの。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

若者・移住者が優先して入居できる環境、若者が安心して
住める環境を整備する必要がある。当町における課題解決
型の地方創生型定住·移住住宅を先導的なモデル住宅として
整備することにより、地域づくり後継者となりうる若者の"
就業支援"と若者の定着から出産·子育て·教育に繋げ、単な 地方創生拠点整備交付金
る「ハコモノ行政」ではなく、転入による入居者の所得を
生み出すことにより地域の活性化が図られ、地方版総合戦
略に基づく未来への投資の基盤に繋がる事業としての整備
を図る。

計画本文

酒田市

酒田市

寒河江市

寒河江市

村山市

村山市

長井市

山形県最上郡舟形町

村山市の全域

特色ある歴史文化資源を活用した
村山市の全域
まちづくり計画

天童市の全域

地方創生型若者向け定住・移住モ
山形県最上郡舟形町の全域
デル事業

地域の歴史をストーリー化して文化財等を活用すること
で、文化振興や観光促進のまちづくりに結び付け、活力あ
るまちづくりを実現するために「特色ある歴史文化資源を
活用したまちづくり計画」に取り組む。そうすることに
よって歴史文化を活用したまちづくりを推進し、地域の歴
史文化を活用した観光商品化を図り、稼げる「歴史文化の
保存・活用」として自立できる体制を構築し、これらをモ
デルケースにして歴史文化の利活用事業を展開しさらに魅
力あるまちづくりを実現する。

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

157 山形県

158 山形県

159 福島県

160 福島県

161 福島県

162 福島県

活用する支援措置

計画本文

山形県西置賜郡白鷹町

町の最上川の川西地域（鮎貝地区、蚕桑地区）には昔なが
らの個人商店しかなく、食料や日用品、本等の購入先を川
鮎貝地区地域交流商業施設整備計 山形県西置賜郡白鷹町の区域 東地域や他市長村に依存している状況にある。
画
の一部（鮎貝及び蚕桑地区） このため、買い物環境の改善とコミュニティの強化のた
め、交流スペースを備えたミニスーパーの整備を行い、地
域の活性化を図る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

山形県東田川郡三川町

人口減少対策が最大の課題である三川町において、子育
て環境の充実を図ることで、三川町で子供を産み育てたい
と思っていただけるようなまちづくりを行い、町外への人
口流出を食い止めるために、子育て世代の子育てニーズを
子育て環境の充実を図るための三
もとに、「子育て支援」「学童保育」「地域交流」の３つ
山形県東田川郡三川町の全域
川町子育て交流施設整備事業計画
の要素を合わせ持った複合施設として「子育て交流施設」
を整備するものである。
また、施設整備後は、施設の周辺に良好な住宅団地を整
備する予定であり、魅力あふれる居住環境を提供する予定
である。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

福島県再生可能エネルギー関連産
業集積に向けた「ひと・もの・し 福島県の全域
ごと」創生事業

本県では、再生可能エネルギー先駆けの地を目指すという
目標を掲げ、県の将来を支える産業として再生可能エネル
ギー関連産業の育成・集積を推進している。
このような背景を踏まえ、再生可能エネルギー関連産業
分野における本県の優位なポテンシャルを活かし、地域経
済を牽引する中核事業者の創出と事業拡大を図るととも
に、地域の中小企業との相互連携によるサプライチェーン
の構築を進めることにより、同産業の育成・集積と、それ
に関連する地域経済への波及効果を通して、地域経済の振
興と雇用確保を実現し地方創生を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

福島県高齢者就業拡大支援事業

本県の産業基盤を支える成長産業等における人材確保を
図ため、知識や経験が豊富な高齢者が、それらを活かして
活躍ができる形での新規就業を実現するのみならず、成長
産業等で働く若者や女性等の職場定着が図られるよう、柔
軟な働き方を希望する高齢者が、家事・育児・介護等の分
野で活躍できるような支援も行っていく。これにより、高
齢者が年齢を重ねていく中でも、社会や地域とのつながり
や生きがいを持ち、自身の健康の維持や生活の質の向上等
が図れるような県づくりを目指していく。

地方創生推進交付金

計画本文

福島県

福島県

福島県

福島県及び福島市

163 福島県

福島県、福島市及び須賀川市

164 福島県

福島県、福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河
市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南
相馬市、伊達市及び本宮市並びに福島県伊達郡桑折町、国
見町及び川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町及び天栄
村、南会津郡下郷町、只見町及び南会津町、耶麻郡北塩原
村、西会津町、磐梯町及び猪苗代町、河沼郡会津坂下町、
湯川村及び柳津町、大沼郡三島町、金山町及び会津美里
町、西白河郡西郷村、泉崎村、中島村及び矢吹町、東白川
郡棚倉町、矢祭町、塙町及び鮫川村、石川郡石川町、玉川
村、浅川町及び古殿町、田村郡三春町及び小野町、双葉郡
広野町、楢葉町、川内村及び浪江町並びに相馬郡飯舘村

165 福島県

166 福島県

167 福島県

168 福島県

福島県、郡山市、須賀川市及び本宮市並びに福島県東白川
郡塙町

福島県、須賀川市及び本宮市並びに福島県大沼郡会津美里
町

福島県及び福島県耶麻郡西会津町

いわき市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要

福島県の全域

地域再生計画の概要

福島県ハイテクプラザ 航空・宇
福島県の全域
宙産業集積拠点整備事業

本県は、航空宇宙産業集積の推進のために,地方創生推進
交付金を活用して実施する「福島県航空宇宙産業基盤強化
促進事業」により、航空機用３Ｄ設計ソフト「ＣＡＴＩ
Ａ」、航空機用エンジンに使用される難削材の加工が可能
地方創生拠点整備交付金
な「５軸マシニングセンタ」及び検査のための「非破壊検
査機器」の導入を進めている。これらの高度先進機器を一
つの施設内に集約して設置するために福島県ハイテクプラ
ザに「航空機用機械加工棟」を増築するもの。

計画本文

ウェルネスのまちふくしま創出プ
福島県の全域
ロジェクト

震災以降、全国と比較して健康指標が悪化している本県
において、「健康長寿ふくしま」を目指した、県民総ぐる
みの健康づくりを推進し、県民の健康増進にも資する取り
組みを進める。同時に、地域資源である薬用作物等を活用
した食による健康創出と地域産業の振興と関係人口の拡大
により、ローカルイノベーションを興して、健康寿命の延
伸と地域産業活性化を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

売れるものづくり・ブランド力強
福島県の全域
化プロジェクト

福島大学食農学類の教員が農業者や販売者等と連携し、
「稼ぐ力」の高い地域モデルを創出するほか、６次化商品
等の地場産品について商品化の背景や魅力や価値などを発
信し、県内における認知度の向上と消費拡大を図るととも
に、地域密着型プロスポーツチームが本県産品の魅力を全
国にＰＲすることで農産物等の販売力を強化する。
また、クリエイターによるデザイン手法を取り入れた新た
な製品・サービスの開発支援や、高度な技術力を有する下
請け中心の企業を開発型企業へ転換することにより、県内
ものづくり企業の販売力を強化する。

地方創生推進交付金

計画本文

ふくしま・わくわく生活実現支援
福島県の全域
プロジェクト

成長産業等への人材不足の解消と、本県への働き盛り世
代のの還流を目的として、就職ウェブサイトを中心とした
戦略的情報発信と、東京圏の現役世代を対象に一定の要件
を満たす移住者に対して移住支援金を給付する。
地方創生推進交付金
また、 被災地域や過疎･中山間地域を中心として、地域
が抱える課題に対して「社会性」「事業性」「必要性」の
観点を持って取り組む社会的起業家に対して創業経費の一
部を補助し、事業が軌道に乗るまで伴走的に支援する。

計画本文

地域資源を活用したふくしま型農
林業ひと・しごとづくりプロジェ 福島県の全域
クト

都市等との交流人口の拡大、全国の農業へ興味のある人達
への積極的な情報発信を図りながら、新たな担い手や地域
農業を支援する人材の確保のため受入体制を整備するとと
もに、林業と農業が連携し、地域資源を活かした営農営林
モデルの育成、林産物・農産物の地域内利用促進モデルを
育成し、地域の基幹産業である農業と林業の活性化を図り
地域の活力と農村の環境を維持する。

地方創生推進交付金

計画本文

ひとと地域が輝くまちづくりプロ
福島県の全域
ジェクト

若者が挑戦でき、賑わい・魅力のあるまちを創出するた
め、専門家監修の下、リノベーションまちづくりの実践モ
デルを構築し他地域に波及させるほか、本モデル事業への
参画の下、次代を担う創業者を育成するとともに、各地域
の課題解決に必要な専門家を派遣する。
また、空き地を活用したまちなかの回遊を促す拠点を設置
するとともに、既存の施設や店舗等と連携しながら、まち
なかの情報発信を行うことで、回遊を促進するとともに、
公共交通機関等と連携して交流人口の増加を図り、まちな
か活性化のモデル構築を行う。

地方創生推進交付金

計画本文

ローカルイノベーションを創出す
福島県の全域
る産業人材等育成プロジェクト

経営に問題を抱えている県内中小企業に対して多角的な見
地で経営課題を解決策するため複数の地域専門家が検討を
行う連携支援体制を構築するほか、県内企業が抱える課題
を客観的データで把握して課題解決のための支援すること
で効率的・効果的に解決が図られる。また、成長産業の人
材不足に対応するため、外国人の受入体制を構築するほ
か、福島県の現状に即した成長産業を理解する教材を独自
で開発し若年者に提供し、人材育成を図ることで、県内中
小企業等の経営力強化が図られる。

地方創生推進交付金

計画本文

「いわき七浜海道」を軸としたサ
イクルツーリズムリノベーション いわき市の全域
プロジェクト

地域の最大の魅力である海岸線を活かした観光やスポー
ツツーリズムを促進するため、「新舞子ハイツ」にサイク
リングステーション機能やパラスポーツの拠点としての環
境整備を行うとともに、本市のフィットネス観光、海岸線
の観光の拠点施設として魅力を高め、収益性を高めるよう
リノベートを行う。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

169 福島県

170 福島県

171 福島県

172 福島県

173 福島県

174 福島県

175 福島県

176 福島県

177 茨城県

178 茨城県

179 茨城県

180 茨城県

活用する支援措置

計画本文

特撮のまちすかがわ拠点施設整備
須賀川市の全域
事業

本市では特撮関係者等と連携しながら、特撮に関連する貴
重な作品や資料を保存・修復・展示・研究等を目的とする
施設整備をするものである。
施設内には、保存・展示スペースのほか、特撮関連図書を
配した図書室や談話コーナー等の設置を行い、住民が気軽
に訪れられるよう配慮するとともに、特撮文化や技術への
造詣を深めることを目的とする特撮ワークショップを定期
的に開催することで、住民と本施設の来館者、更には著名
な特撮関係者などの特撮文化を通した交流拠点としての役
割を担うものである。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

体験イベント等観光拠点整備事業 二本松市の全域

道の駅さくらの郷に隣接する箇所に蕎麦打ち体験や地元高
校生の加工品販売、定期的な学生によるカフェ等のイベン
トが可能な「場」とその付帯設備を整備し、新たな観光資
源とすることによって、交流人口を増加させるとともに、
地元学生が地域と関わることのできる場を創出や、蕎麦を
はじめとした農産物の栽培・加工の振興を深めることを目
的とする。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

あぶくま洞のアジア圏に向けたイ
ンバウンドプロジェクト及び地域 田村市の全域
コミュニティの創出

○福島県、東北へのインバウンドの流れをさらに加速さ
せ、訪日外国人観光客（特にタイを中心とした東南アジア
圏）の増加を目指す。
○外国人にとって訪問しやすい、住みやすいまちづくりを
進め、相互に往来ができる環境を目指す。
○住民にとって外国人が特別な存在ではなく、身近な存在
であると認識できる環境を造成し、外国人観光客や技能実
習生等が増加していくなかでも、差別なく対応できるホス
ピタリティ溢れる温かな地域を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

桑折っ子育成プロジェクト

福島県伊達郡桑折町の全域

本計画は、町内小・中学校においてＩＣＴを活用した教育
を推進し、魅力・特色ある教育環境を形成することによっ
て、桑折町を居住地として選んでもらえるような環境づく
りを行い、転出超過傾向にある若者世代の流出を抑制する
とともに、子育て世代などが町外から移住することを促進
することをめざす。結果として、本町の人口流出を防止す
るとともに、移住を促進し、定住人口を増やすことが目標
である。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

福島県伊達郡桑折町

「献上桃の郷」まちなか賑わい創
福島県伊達郡桑折町の全域
出事業

若者世代や子育て世代に魅力のある店舗を創業する支援
を行うチャレンジショップを本事業で整備することで、起
業前後のスタートアップ期間を支援し、若い世代が交流す
るための場を創出するなど、魅力的な新たなまちづくりを
行う。また、一定期間の後はチャレンジショップを飛び出
し、町内の空き店舗をリノベーションして活用すること
で、持続的にまちの賑わい創出につなげることができ、事
業の拡大による地域振興と雇用の創出を図る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

福島県西白河郡矢吹町

本事業では地方創生推進交付金を活用し、家庭菜園やハン
ドクラフト、食品加工等を得意とする「人」や様々な町内
サークルが実施しているワークショップ等の「コト」など
観光・交流人口の増加促進事業～
に焦点をあてる。プロからの研修を通じてそれらを磨き上
全町民が出店する矢吹百貨店化計 福島県西白河郡矢吹町の全域 げ、魅力ある「モノ」「コト」を創造し、チャレンジの拠
画～
点に一堂に集め、その場をテスト店舗と位置付けて販売・
発表することで本町の新たな観光・交流の地域資源とし、
観光交流人口の増加及び地域外からのお金の消費を図り、
地域の賑わいを創出する。

地方創生推進交付金

計画本文

福島県東白川郡鮫川村

むらづくり協議会を立ち上げ、むらづくり会社設立に向
けた協議の場を設ける。協議会では、住民ニーズにマッチ
した事業内容を検討し、必要な施設や規模の適正を見極め
る。官・民と世代がつながり、村の総力をあげて地域経営
鮫川村発！むらづくり会社からの
を担っていく。
福島県東白川郡鮫川村の全域
地域創生
むらづくり会社においては、収益が見込まれる農業及び
農産物の販売や加工、観光、環境整備等の事業を総合的に
行うことで、雇用の場の創出・収入の確保による定住化を
促進し、更に、耕作放棄地の解消・地域における経済循環
等を図ることで村の活性化に寄与する。

地方創生推進交付金

計画本文

スポーツコミッション推進事業として、以下を行う。
①スポーツ振興を通じたまちづくり基本戦略・スポーツ振
興計画の立案
②専任指導員の採用とスポーツ協会の組織化
③町内スポーツ振興活動の実施
④スポーツツーリズム商材の開発と販路形成
⑤移住促進に直結させるシゴト創りを目指した専任指導員
制度の開発

地方創生推進交付金

計画本文

次世代技術活用ビジネスイノベー
茨城県の全域
ション創出事業

中小企業の新ビジネスの実現に向け，IoT・AI等の関連技術
とのマッチングを図るなど，他地域に先駆けて次世代技術
（ＩｏＴ・ＡＩ等）を活用した新ビジネス創出に取り組む
ことで，将来的には，県内の中小企業等から継続的に新た
地方創生推進交付金
なビジネスが創出される土壌を醸成するとともに，外部環
境の変化に伴い，自ら変革を起こせる経営者等の育成と，
それによる県内中小企業のＩｏＴ・ＡＩ等による新ビジネ
ス創出を目指す

計画本文

コンテンツ活用ブランド力アップ
茨城県の全域
支援事業

県内中小企業等に対して，効果的なコンテンツや良質なデ
ザインの活用が，商品やサービスの高付加価値化，販路拡
大，ブランディングを図るうえで重要であることを啓発す
るためのセミナーを開催するほか，企業とクリエイターと
の出会いの場とするためのピッチイベントや相談会の開
催，他の事業者のコンテンツ活用の参考となるモデル事例
を輩出するためのワークショップの開催やコンテンツ制作
費用に対する助成を行うことで，県内産業の活性化と質の
高い雇用の場の創出を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

つくば創業プラザ分室整備事業

茨城県の全域

創業を目指す起業家や新たな事業展開を目指すベンチャー
企業等に対し，東京からもアクセスしやすいつくばエクス
プレス「つくば駅」前にオフィスを整備・提供するととも
に，インキュベーションマネージャーによるきめ細かな支
援を行うことによりベンチャー企業の創出・育成を図る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

茨城県の全域

・近年，消費者は見るだけは満足せず，「コト消費」に行
動が変化している。そこで茨城県フラワーパーク内におい
て，ワークショップを開催する施設を整備して県産品に関
するワークショップを開催するほか，近隣の農家や商工業
者，観光施設と連携した産地見学ツアー等を開催して体感
度を高め，集客力の向上と消費行動を喚起させる。
・ワークショップにより県産品への理解増進とPR効果が高
まり，県のブランドイメージが向上し，県全体が活性化す
る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

須賀川市

二本松市

田村市

福島県伊達郡桑折町

福島県双葉郡楢葉町

茨城県

茨城県

茨城県

茨城県

地域再生計画の名称

スポーツ振興を通じた新復興プ
ラットフォーム形成事業

茨城県フラワーパークワーク
ショップ施設整備事業

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要

福島県双葉郡楢葉町の全域

地域再生計画の概要

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

活用する支援措置

計画本文

さつまいも先進的生産技術研究拠
茨城県の全域
点整備事業

本県農業を成長産業として発展させるには革新的技術が必
要であるため，先端技術を導入した生産技術開発拠点を整
備し，本県の重要品目であるサツマイモについて，県内の
研究機関等と連携して，腐敗いもの発生要因の解明や栽培
技術の数値化による高品質生産技術のマニュアル化などを
行う。この研究成果を普及・定着させ，農家の生産性を向
上させるだけでなく，輸出業者等と連携し，輸出を行い，
販路拡大と所得向上につなげる。このことにより，儲かる
農業を実現し，魅力ある職業として選択され，雇用の創出
や新規就農者等の増加を目指す。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

わくわく茨城生活実現事業

茨城県の全域

移住やＵＩＪターンに伴う経済的負担を軽減するため，一
定の要件を満たす移住者へ移住支援金を支給するととも
に，求職者・企業側の就職情報の不足によるミスマッチの
解消を図るため，マッチングサイトや求人広告セミナー等
によりマッチングを支援する。また，県内経済の活性化に
資するため，県が抱える社会的課題に対して効果的な起業
をする者に対して，起業支援金の給付や伴走支援を行う。

地方創生推進交付金

計画本文

つながる茨城チャレンジフィール
茨城県の全域
ドプロジェクト

中長期的な視点で移住を捉え、段階的に地域との関係性を
深めていき、移住に向けた階段を一歩一歩登ることを可能
とする環境を整備する。また、本県の強みである東京圏と
の近接性を活かし、ローカル志向を持つ東京圏の人材に、
「しごと」を変えずに地域との多様な関わりの機会を提供
することにより、新たな「しごと」が創出される仕組みを
構築する。さらに、民間の地域コーディネーター等を介し
た支援体制（中間支援プラットフォーム）を構築し、「ひ
と」と「ひと」、「ひと」と「しごと」のつながりを持続
可能なものとする。

地方創生推進交付金

計画本文

外国人材活躍促進事業

茨城県の全域

新たに「外国人材支援センター（仮称）」を設立し，公益
財団法人茨城県国際交流協会や技能実習機構等関係機関と
連携しながら，技能実習生や特定技能外国人等の外国人材
の活用支援等を行うことで，県内企業の人手不足を解消
し，継続的かつ安定的に人材・労働力を確保することで，
県及び企業の持続的な発展を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

東町運動公園体育館魅力向上プロ
水戸市の全域
ジェクト

本市のスポーツコンベンションの拠点として整備を進めて
いる東町運動公園体育館において，多様な懸垂物に対応可
能な吊りバトン（トラス）を整備するとともに，民間から
日本最大級の大型映像ビジョンの寄附を受け設置すること
により，一層の機能向上を図り，高い演出効果を生み出せ
る魅力ある施設として，インセンティブを高める。あわせ
て，本施設について幅広くＰＲ活動を推進し，スポーツに
とどまらない多様なコンベンション誘致を図る。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

日立市

日立駅前再活性化計画

「子育て」・「女性の社会進出などの働き方の推進」・
「地域の消費拡大」を切り口として、通年で集客力があ
り、三世代や広域的な住民の交流・活動・相談のできる交
流拠点「(仮称)あそびのもりひたち」を大型商業施設イ
日立市の区域の一部（日立駅
トーヨーカドー日立店の空きスペースに整備することで、
前地区）
イトーヨーカドー日立店や周辺商業施設に利用者の購買力
を誘導し、商業機能の維持や雇用の場の確保、中心市街地
の活性化や賑わいの創出につなげるとともに、女性の雇用
促進、子育てサービスの強化・充実を図る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

日立市

本市におけるものづくりのまちという歴史を背景とした
「科学」は、様々な世代や属性の人々が集まり、学び合え
るポテンシャルを有しているため、現在の科学館を、「科
学」を軸に、市内外の子どもからシニアまでの幅広い世代
ひたちの科学を軸としたまちの賑 日立市の区域の一部（日立駅 が親しめる交流拠点として整備し、民間企業や教育機関等
わい創出計画
前地区）
と連携した実験、研究等の様々な利活用を進め、周辺商業
施設等への賑わいの波及による地域経済の活性化につなが
るとともに、「科学」をキーワードにした新たなビジネス
チャンスの創出や有能な人材育成にも寄与し、雇用・創業
の促進、人口減少の抑制等を図る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

金砂ふるさと体験交流施設整備事
常陸太田市の全域
業

平成20年3月に廃校となった旧金砂小学校を宿泊体験交流施
設として利活用し、都市農村交流の拠点として位置付け、
自然探索、常陸秋そば栽培の農業体験など地域資源を活用
した体験メニューの提供や、小中学生による自然体験等に 地方創生拠点整備交付金
ついての宿泊学習などの実施により、更なる交流人口の拡
大を促進し、地域経済の活性化とまちの賑わいの創出をよ
り一層進めることを目的とするものである。

計画本文

ＳＤＧｓを通じた持続可能都市推
つくば市の全域
進プロジェクト

つくば市SDGs未来都市計画における以下の事業を通して地
方創生を実現する。まず体験型科学教育事業として、研究
者や学校関係者等が集い、意見交換や共同事業を行う枠組
みを構築する。子どもたちが研究者とともに学ぶことで、
社会力を育む。また地域自主運営型学校跡地利活用推進事
業として、地域の活用機運を踏まえ、小学校跡地を核とし
た地域づくりを実証的に展開し、持続的な交流・収益事業
を実施する。さらに地産地消レストラン事業として、地元
産の農産物を、地元飲食店において提供することで、農業
者・飲食事業者を活性化する。

地方創生推進交付金

計画本文

若者地域定着加速化事業

学生などの若者に対し、働き方や仕事の価値観を考える
場、インターンシップへ誘導する場、市内企業を深く知る
場として、業界研究会をメインとした就活支援イベントを
開催する。
多様な働き方やワークライフバランス等を重視する若者
のニーズと企業の就労体制や魅力発信等のミスマッチ解消
のため、企業向けの採用力向上セミナー等を開催する。
創業に興味を持つ若者に対し、本格的な開業に向けての
トレーニング及び地元での顧客獲得等の場を提供するとと
もに、安価な店舗を短期的に提供するチャレンジショップ
事業を実施する。

地方創生推進交付金

計画本文

「農」と「観」のあるまち。水郷
潮来市の全域
潮来ＭＹＳＴＥＲＹプロジェクト

潮来市は、「潮来産米による6次産業化」として米粉の優位
性を活かした新商品の開発を後継事業として進め、農業地
活用につなげる。
次に、イネ科「まこも」を水田で育成。草丈が２ｍ弱とな
る若葉、一般的には廃棄されるが、需用の可能性は多くあ
り神秘性がある。まこも若葉による食用と土産品などの新 地方創生推進交付金
商品を創る。
「潮来産の米粉やまこも」の6次産業化開発商品を「郷土の
食」として地域の特徴にし、この地でしか味わえない、潮
来らしさを地域限定の品として発信し、通年を通して観光
客の記憶に残る郷土食として位置付けていく。

計画本文

デマンド交通域外運行拡充事業

鉄道駅やバス停まで歩くことが困難な方や運転免許を返納
した高齢者、小さな子どもを連れた保護者や妊娠中の方な
ど、車を持たない、運転できない交通弱者等の移動手段の
確保並びに外出機会の創出を図るため、自宅から市内全域
及び水戸市中心部まで乗換えが不要で移動することができ
るデマンドタクシーの運行体系を拡充し、住民が適切な医
療を受けるために必要な移動体制や健康で安心して安全に
生活できる交通環境を整備する。

計画本文

181 茨城県

茨城県

182 茨城県

茨城県、水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、龍ケ
崎市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、
取手市、牛久市、つくば市、鹿嶋市、潮来市、那珂市、筑
西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市
及び鉾田市並びに茨城県東茨城郡茨城町、大洗町及び城里
町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡美浦村、結城郡
八千代町並びに猿島郡境町

183 茨城県

184 茨城県

185 茨城県

186 茨城県

187 茨城県

188 茨城県

189 茨城県

190 茨城県

191 茨城県

192 茨城県

茨城県、日立市、石岡市、結城市、常総市、高萩市、北茨
城市、笠間市、潮来市、那珂市、筑西市、神栖市、行方
市、鉾田市及びつくばみらい市並びに茨城県東茨城郡茨城
町、猿島郡境町及び北相馬郡利根町

茨城県

水戸市

常陸太田市

つくば市

つくば市

潮来市

那珂市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要

つくば市の全域

那珂市の全域

地域再生計画の概要

地方創生推進交付金

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

193 茨城県

194 茨城県

195 茨城県

196 茨城県

197 茨城県

198 茨城県

199 栃木県

200 栃木県

201 栃木県

202 栃木県

203 栃木県

204 栃木県

茨城県東茨城郡大洗町

茨城県稲敷郡河内町

茨城県猿島郡境町

茨城県猿島郡境町

茨城県猿島郡境町

茨城県猿島郡境町

栃木県

栃木県

栃木県

栃木県

栃木県

栃木県

地域再生計画の名称

活用する支援措置

計画本文

本事業では、本町の地方創生としての将来像である「観
光振興」×「仕事の創造」を目指すため、これまで埋もれ
ていた観光拠点である大洗駅に着目し、交流拠点となる
「大洗おもてなし観光交流センター」の整備を行う。ま
大洗おもてなし観光交流センター
茨城県東茨城郡大洗町の全域 た、本施設では、地方創生推進交付金を活用し、訪れる観
整備事業
光客に合わせた旅の計画を提供する「観光コンシェル
ジュ」の配置と、施設利用者間の交流促進に寄与する事業
に結びつく創業の場としてチャレンジショップを用意し、
出店者を募集する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

廃校を活用した多目的施設による
茨城県稲敷郡河内町の全域
地域再生プロジェクト

廃校となった旧金江津小学校を民間事業者に無償貸与し、
撮影スタジオ、ＯＡ機器のリファイニングセンター、体育
館や校庭を活用した企業運動会などのスポーツイベントの
企画運営及びドローンパイロットの養成スクールの運営を
行う多目的施設として活用する。
また、撮影スタジオと河内町フィルムコミッションとの連
携により、当該施設以外の町内さまざまな場所で撮影を行
うことで、地域全体の活気を取り戻すとともに、撮影隊の
滞在などにより宿泊可能な町施設「つつみ会館」の利用者
増加につなげていく。

補助金で整備された公立
学校施設の財産処分手続
きの弾力化

計画本文

河岸の街さかい復興プロジェクト
～アルゼンチン共和国との友好交
茨城県猿島郡境町の全域
流を活かした地域活性化拠点施設
整備事業～

本事業は、「モンテネグロ会館」を本町とアルゼンチン共
和国との交流拠点とすべく、既存施設の資材をリサイクル
し、当時の面影を残しながら新たな拠点を新築する。本施
設には、当時の写真や歴史資料、オリンピック事前合宿や
実際の試合等で使用された物品などの展示コーナーのほか
施設利用者が交流できるスペースを整備するとともに、利
用者に対し両国の名産品等を広く認知するためのスペース
を併設する。また、民間団体と連携し、本施設を拠点に同
国との交流事業について定期的に開催することで、交流人
口の拡大に寄与する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

河岸の街さかい復興プロジェクト
～子育て拠点・コワーキングス
茨城県猿島郡境町の全域
ペース整備事業～

本事業では、本町の中心市街地に位置している子育て応援
施設「キッズハウスさかい」を改修し、隣地に小学校低学
年までカバーできる２階建ての施設を新築する。施設には
遊び場等の他、事前登録制のコワーキングスペースを併設
し、子育てをしながらテレワークが可能な施設を整備し、
新たな雇用の創出等につなげる。管理については民間業者
とともに行い、子育て世帯への情報提供や交流イベント等
を定期的に開催する。これにより、子育て世帯が安心して
子育てや仕事を行える環境を整え、子育て世帯の本町への
移住・定住の促進につなげる。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

河岸の街さかい復興プロジェクト
～全天候型子育て世帯等交流施設 茨城県猿島郡境町の全域
整備事業～

本事業では、本町文化村にある公園「ニコニコパーク」を
交流拠点施設として確立するため、施設の全天候型化を実
施するとともに、利用者がくつろぎ交流する場として、隣
接する保健センターの改修及び公園に隣接する空きスペー
スにカフェなどの施設を新築する。また、民間団体等と連
携し、施設を活用した利用者向けのイベントを定期的に開
催するとともに、希望者に対し子育て関連情報の提供や相
談業務を行う。これにより、子育て世帯の移住・定住の促
進、地域活性化につなげていく。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

河岸の街さかい復興プロジェクト
～「河岸の駅さかい」機能向上事 茨城県猿島郡境町の全域
業～

本事業では、「河岸の駅さかい」を更に魅力的な施設とす
るべく、小麦などの地元産食材を用いたパン工房を隣室ま
で拡張し生産能力を高める。また、本町の歴史を体感で
き、かつその利用者や地元住民が交流できる施設とするべ
く、施設の奥にある蔵につきリノベーションを実施する。
更に、本件施設を拠点に、町内のボランティア団体等と連
携し、街歩きイベントや講演会等を開催する。「河岸の駅
さかい」の機能を向上し施設利用者を増加させることによ
り、地域経済の活性化がより図られるとともに、交流人口
拡大の場として確立していく。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

とちぎ戦略産業牽引企業創出・成
栃木県の全域
長支援計画

今後の成長が期待できる次世代自動車、ロボット、医療機
器・ヘルスケア、航空機の戦略産業分野において、産学官
金が連携して、地域経済を牽引する企業やニッチトップ企
業における研究開発や販路開拓等を重点的に支援するとと
もに、牽引役を担える中核的な人材を育成するほか、各企
業の技術的基盤を強化するなどし、本県における戦略産業
の更なる成長や新規の参入を促していく。

地方創生推進交付金

計画本文

誰もが輝くとちぎ移住・定住促進
栃木県の全域
プロジェクト

ＵＩＪターン促進に向けた取組の機運醸成・受入れ体制の
強化を図り、移住希望者に対し切れ目のない情報発信等を
行い東京圏等からの移住促進を図るとともに、栃木県で働
き暮らす魅力等の効果的な情報発信を行い、若者の本県に
対する愛着を育み、定着を促進する。
また、東京圏への県内企業等の魅力発信やマッチング支援
等により、就労の定着促進を図るほか、若者、女性、障害
者、外国人等の活用に向けた就労環境づくりや人材の育成
などに取り組む企業等を支援することにより、誰もが活躍
できる就労環境を整備し移住・定住の促進を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

とちぎの稼ぐ力応援計画

栃木県の全域

戦略１：ローカルベンチャー創業・起業支援
戦略２：中小企業の経営基盤強化、事業承継への支援
戦略３：新市場の開拓、新製品開発、収益源の多角化等に
よる新事業展開への支援

地方創生推進交付金

計画本文

栃木県の全域

土地利用型園芸を水田に導入し、野菜加工工場と連携する
ことで、「一大野菜供給基地」としての産地化を進める。
また、施設園芸の高度化や、意欲ある人材の確保・育成を
図るとともに、労働力不足に対応するため、省力機械の導
入や出荷作業の分業化等を進め、現有労力での生産の最大
化を図る。さらに、県産農産物のブランド力強化や、海外
における販路開拓・拡大に取り組み、付加価値の高い、持
続力のある農業を展開する。これらの取組を通じた収益性
の高い農業、稼げる農業の実現により地域の活性化を図
る。

地方創生推進交付金

計画本文

一人ひとりの健康づくり推進計画 栃木県の全域

県民の健康づくりを推進していくため、特に働く世代に重
点を置きながら、人々の行動変容及び健康づくり活動の維
持・向上について、県民全体を対象とした施策と高リスク
群を対象とした施策のそれぞれからアプローチしてしてい
く。また、県民の健康づくりを一つのビジネスチャンスと
捉え、特色ある地域資源を最大限に活かしながら、ヘルス
ケア関連の製品・サービスの調査研究及び事業創出を促進
する。

地方創生推進交付金

計画本文

とちぎ女性・高齢者等新規就業支
栃木県の全域
援計画

本県企業の人手不足の解消を目指すため、潜在的な労働力
の掘り起こしを行うとともに、女性・高齢者等の求職者や
企業の課題解決に向けた事業に取り組み、現在職に就いて
いない女性・高齢者等の就業を促進する。
具体的には、県・市町・民間団体等の官民連携プラット
フォームを形成し、女性・高齢者等の柔軟な働き方のニー
ズを把握した上で、就労支援コーディネーターを活用し、
企業に対しては掘り起こしや職場環境整備の支援、女性・
高齢者等に対しては就業マッチング支援や就職後の伴走支
援を行うなど、一体的な取組を展開していく。

地方創生推進交付金

計画本文

「農業の稼ぐ力」強化計画

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

205 栃木県

206 栃木県

207 栃木県

208 栃木県

209 栃木県

210 栃木県

211 栃木県

212 栃木県

213 栃木県

214 栃木県

215 栃木県

216 栃木県

活用する支援措置

計画本文

機能性材料等分析評価支援拠点強
栃木県の全域
化計画

県内中小企業が、高度化する先端ものづくりに対応し、製
品等の機能性向上を図って行くには、試作開発から分析評
価までを自ら行うことで材料特性を理解し、分析評価結果
を的確に解析しながら取組を進める必要があるが、企業は
分析評価設備を自ら整備することが難しく、県内企業の技
術支援機関である産業技術センターでも十分には整備され
ていない状況にある。このため、機能性材料等の分析評価
を支援する拠点を整備し、中小企業における新技術・新製
品の開発や高付加価値化への取組の加速化、効率化を図
る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

次世代型園芸人材育成計画

栃木県の全域

本県農業の人材育成の中核機関である農業大学校に、先端
技術を利用した園芸の育苗施設や機械化一貫体系による露
地野菜生産を実践的に学ぶことができる教育環境を整備す
る。これにより、「稼げる農業」が展開され、就職先とし
ての農業の魅力が向上し、就農を志向する若者が増加する
ことで、本県への移住・定着の促進につながり、定住人口
の増と地方創生が実現する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

とちぎわくわく移住・就職・起業
栃木県の全域
促進プロジェクト

東京圏からの移住促進と県内中小企業等における人手不足
の解消のため、栃木県と県内市町が共同して、就職・起業
を伴う移住者に対し移住支援金を支給する。また、東京圏
の求職者に対し、県内中小企業等の求人等の情報を効果的
に発信するマッチングサイトの開設や、サイトに掲載する
求人広告作成の支援等を行い、人材不足に悩む県内企業等
への就職を促進するほか、地域課題の解決に資する社会的
事業分野の起業に対し民間事業者等による伴走支援を実施
するとともに起業支援金を交付し、県内での起業を促進す
る。

地方創生推進交付金

計画本文

とちぎの観光発展推進計画

栃木県の全域

本県は、世界に誇れる豊富な地域資源を有するとともに、
交通アクセスに優位性を持つ全国有数の観光立県であり、
東京オリンピック2020等により増大するインバウンド需要
をしっかり取り込んでいくことが喫緊の課題である。
そのため、民間による観光地づくり等や誘客プロモーショ
ンを促進するとともに、外国人材の活用による効果的な情
報発信や広域周遊等を推進し、観光の満足度を高めること
で、観光客宿泊数の拡大や観光消費額の増加につなげ、誰
もが快適に旅行できるユニバーサルツーリズムをはじめと
した受入態勢の強化に取り組む。

地方創生推進交付金

計画本文

栃木県及び小山市

地域の未来を創る結城紬産業振興
栃木県の全域
プロジェクト

県及び小山市が整備する各拠点施設が連携し、それぞれの
機能を相乗的に発揮しながら、原料生産及び紬製造におけ
る安定的な従事者の確保・育成をはじめ、生産性・収益性
の向上、商品の多様化、販路開拓、持続可能な経営モデル
の確立など産業競争力強化に向けた農・商・工分野連携に
よる様々な取組を展開するとともに、結城紬を観光資源と
して磨き上げ、結城紬産業の振興と産地のブランド化・活
性化につなげていく。

地方創生推進交付金

計画本文

宇都宮市

本市では，ネットワーク型コンパクトシティの形成に向け
魅力ある都市拠点づくりを進めており，ＪＲ駅東口へのＬ
ＲＴ整備事業の着工を受け，今後はＪＲ駅西口側への延伸
を見据え，大通りを基軸とした周辺エリアの魅力を高め，
地域資源の磨き上げによる街なか
宇都宮市の区域の一部（中心 ＬＲＴと徒歩で街なかを回遊してもらうための取組が必要
の個性づくりの更なる強化と魅力
市街地エリア）
となってくる。こうしたことから，増加する低・未利用地
の発信
の利活用の促進や，既存の観光資源，歴史文化資源を磨き
上げることで，魅力あるエリアを創出して発信し，居住者
はもとより市内外からの来街者の回遊性を高め，賑わいと
街の活力の増強を図る。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

移住・定住に向けた足利ファンづ
足利市の全域
くり計画

足利市の顔となるＪＲ足利駅構内に「足利市移住・定住相
談センター」を設置し、特に若者世代、子育て世代をター
ゲットとした情報を発信するほか、観光での滞在や「映像
のまち」として数多くの映画等のロケ地となっていること
等をきっかけとして、本市と何らかの関わりを持とうとし
てくださる方々との関係性を構築します。
センターでの、きめ細かく丁寧な支援体制と立地環境を活
かした政策連携を図ることで、こうした「足利ファン」に
よる関係人口創出の効果を高め、移住・定住人口の増加に
つなげます。

地方創生推進交付金

計画本文

栃木市観光魅力アップ計画

栃木市の全域

市民が観光資源の魅力を理解し、郷土愛の醸成や誇りを持
つことで、市民同士の交流やおもてなしの向上につなが
る。観光客は市民とのふれあいなどを通じた喜びや幸福感
を得られ、再来訪の意欲が高まることで、交流人口の増加
につなげる「観光まちづくり」を目指す。また、本市総合
戦略である「交流人口の増加（観光資源の魅力向上と有効
活用・外国人観光客の誘致）」を推進するため、旅行事業
者と連携し、蔵の街だけでなく各地域にも周遊できる環境
づくりや、観光客や民間旅行事業者のニーズに合ったモデ
ルルートや旅行商品の提供を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

「地方で輝く」を見つける”しご
佐野市の全域
と”の移住プロモーション事業

「地方には仕事がない」というイメージを払拭するため
に市内でキラリと光る職業のプロモーションを行い、大都
市圏では埋没してしまうようなスキル、キャリアの持ち主
でも地方ならば稀少価値の高い人材になりえることをPR
し、高度人材の移住を促す。
また、移住希望者と地域の仕事をマッチングさせるため
の移住者支援事業を支援する団体を組織化し、地域生活で
のきめ細かなコーディネート機能、企業の人材ニーズの掘
りおこしを担うことにより、実際の移住とその後の定住の
実現へとつなげていく。

地方創生推進交付金

計画本文

いちご市かぬまの多世代交流拠点
鹿沼市の全域
施設整備計画

花木センターにおいて、これまで来場する機会が少なかっ
た若者・子育て世代のさらなる誘客のための施設および来
場者層のメインである高齢者に配慮した施設整備を行うこ
とで、既存施設機能の補完及び回遊性、滞在性向上の相乗
効果により、親・子・孫の多世代が集う施設へとリニュー
アルし、通年での来場者及び収益の確保、定住促進や子育
て支援などの地方創生に資する取組みを行うものである。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

料理の祖神を祀る高椅神社を核と
した、料理人が集い、つながり、 小山市の全域
広がる「料理人の聖地」創出計画

料理の祖神を祀る「高椅神社」の歴史文化資源を核に、
「料理人の聖地化」を図り、料理人、料理人を目指す人、
飲食関係事業者等が訪れるまちの形成を目指し、食に関わ
る業界が垣根を越えて交流・連携し、地域資源を活かした
付加価値を創造することで、飲食関連産業の競争力強化
と、雇用・産業の創出を図る。また、農商工連携による戦
略的・一体的な事業展開により、地域の食品製造業や農畜
産業、観光業等への波及効果を創出し、将来の食の産業を
担う地域人材の育成・確保を通して、「食」を核として賑
わい、成長・発展する都市を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

小山市渡良瀬遊水地エコ・アグリ
小山市の全域
ツーリズム推進計画

自然観察や自然体験の場を提供する渡良瀬遊水地第2調節池
のエコミュージアム化事業、JR線利用者の交通アクセス確
保のためのシェアサイクルの活用、コウノトリなど野鳥の
採餌環境となる湿地面積の拡大・人工巣塔設置による営巣
環境整備、遊水地のヨシを活用したヨシ舟の作成・乗船体
地方創生拠点整備交付金
験やイベント開催等の環境保全と地域の魅力向上の取組
み、農薬や化学肥料を使わず環境に配慮し生産される、ラ
ムサールふゆみずたんぼ米やホンモロコ・ナマズを活用し
た食のおもてなしなどを通して、交流人口の拡大による地
域振興を図ろうとするものです。

栃木県

栃木県

栃木県、宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日
光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、
さくら市、那須烏山市、下野市並びに栃木県河内郡上三川
町、芳賀郡益子町、茂木町、市貝町及び芳賀町、下都賀郡
壬生町及び野木町、塩谷郡塩谷町及び高根沢町並びに那須
郡那須町及び那珂川町

栃木県及び日光市

足利市

栃木市

佐野市

鹿沼市

小山市

小山市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

217 栃木県

218 栃木県

219 栃木県

220 栃木県

221 栃木県

222 栃木県

223 栃木県

224 栃木県

225 栃木県

226 群馬県

227 群馬県

228 群馬県

活用する支援措置

計画本文

真岡市

観光起点を利活用したまちの賑わ
真岡市の全域
い創出プロジェクト

観光誘客の起点である真岡駅舎３階の情報センターを利活
用（改修）し、市内外から鉄道利用によるファミリー世帯
の誘客強化を図るひとつのツールとして、ＳＬ鉄道駅とい
う強みを活かしたテーマ性と、いちご生産量日本一の特性
を活かした（仮称）いちごＳＬワールドを整備する。真岡
鐵道の利用促進と、真岡駅における滞在時間の延伸とそれ
に伴う観光消費額の増加、また、中心市街地への回遊者増
加による商店街の観光消費額の増加と所得の拡大を図ると
ともに、所得増加等による新商品開発や新たなしごとの創
出につなげる。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

那須塩原市

道の駅「湯の香しおばら」内の本館において農産物直売
所や展示・交流室として使用されている地域資源総合管理
施設（アグリパル塩原）の利活用を全面的に見直し、６次
産業化推進のためのスイーツ等加工・販売施設や農村レス
「道の駅 湯の香しおばら」地域 那須塩原市の区域の一部（塩 トランとして改修・再整備することにより、観光客等の集
資源総合管理施設整備計画
原地区）
客・滞在促進機能の向上や、地元農畜産物の高付加価値
化、さらには地域雇用の創出を図る。また、新たに開発し
た６次化商品をブランド化し、農畜産物とともに市内外へ
のプロモーションを強化し、認知度向上や販路拡大を通じ
て地域活性化につなげる。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

商店街の景観・ホスピタリティ向
さくら市の全域
上計画

本計画は、店前景観整備推進事業・売上げアップ店内改修
モデル事業・まちなかおもてなし空間整備計画策定事業・
まちなかおもてなし空間整備事業・立寄り率アップ研修会
開催事業の実施により「市街地にある商店等の魅力の向
上」「市街地そのものの魅力の向上」の２の観点から市街
地のにぎわいの創出を実現させることでその利便性を向上
させ、引いては「地域での確かな暮らしを確保する」とい
う目標を達成し、最終的に市街地における定住人口の増加
を図るものである。

地方創生推進交付金

計画本文

下野市

６次産業化施設ゆうがおパークの
下野市の全域
活性化事業

地域の６次産業化の拠点施設となる「ゆうがおパーク」に
外部専門人材による店舗経営のノウハウを注入するととも
に、観光ツアーや農業加工体験事業などとの連携強化を図
り交流人口を増やしたり、地元農産物を使用した６次産業
化による付加価値の高い商品を開発し、集客力を向上させ
地域の稼ぐ力の向上と農業者の意欲向上、担い手人材の育
成につなげるもの。

地方創生推進交付金

計画本文

下野市並びに栃木県河内郡上三川町及び下都賀郡壬生町

地理的・歴史的に関係の深い隣接する１市２町が連携して
広域公共交通として路線バスの実証運行をする事業であ
る。バスの乗車率を高めるために様々な事業を実施すると
広域交通でつなぐ地域の宝（人・ 下野市並びに栃木県河内郡上
ともに、地域に欠かせない足として定着させ、持続可能な
観光・健康・仕事）１市２町連携 三川町及び下都賀郡壬生町の
運行を目指す。また、広域公共交通を活用した観光促進や
プロジェクト事業
全域
健康マイレージ、エリアのＰＲを行うとともに、創業支援
促進や移住定住促進事業を広域連携により実施するもので
ある。

地方創生推進交付金

計画本文

新たな地域資源を活用した各プロジェクトの推進により、
観光コンテンツとしての磨きあげ、稼ぐ力の向上だけでな
く、環境保全、移住定住促進、町の魅力発信に繋げる。そ
れらをグリーンツーリズムのプログラムに取り入れ、他に
はない農山漁村体験を通じて当町の魅力を体感いただき、
移住定住や二地域居住に繋げる。更に、日本一と称される
豊かな自然環境を活かし、多言語ポータルサイトの構築、
人材確保育成、農泊体制整備によりインバウンド需要を取
り込む等、滞在・関係人口の増加や移住定住の促進に相乗
効果を発揮する仕組みを構築する。

地方創生推進交付金

計画本文

さくら市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

栃木県芳賀郡市貝町

グリーンツーリズム（農山漁村体
験）で選ばれるまちづくりプロ
栃木県芳賀郡市貝町の全域
ジェクト～都会にはない世界、い
ちかい～

栃木県下都賀郡壬生町

本事業は、国で示された汚水処理施設10年概成の方針に基
づいた、壬生町生活排水処理構想により実施するもので、
都市部を公共下水道、農村部の集落地区を農業集落排水に
よる集合処理区域として位置づけ、公共下水道区域及び農
次の未来へ「甦れ清流」ふるさと
業集落排水区域他では、浄化槽(個人設置型)の設置補助を
栃木県下都賀郡壬生町の全域
みぶ再生計画
実施する。地方創生汚水処理施設整備推進交付金により農
業集落排水と浄化槽(個人設置型)の整備を行い、農村地域
の汚水処理人口普及率の向上、農業用水の水質改善、快適
な生活環境の整備及び自然環境の保全に取り組み、町全体
の均衡ある発展を推進する。

地方創生汚水処理施設整
備推進交付金

計画本文

栃木県下都賀郡野木町

「野木町煉瓦窯」及び「野木のひまわり」を地域ブランド
のコアコンセプトに位置付け、それを基軸として各施策に
横串を通し、町外から「ひと」「おかね」「しごと」の好
循環を呼び込み、地域資源の磨き上げや魅力発信の強化を
地域の賑わい創造プロジェクト～
通じた地域全体のブランド力の底上げ、地域全体の「稼ぐ
「煉瓦窯×ひまわりのまち」の確 栃木県下都賀郡野木町の全域
力」と「地域価値」を向上させるための付加価値形成等に
立を目指して～
関する各種支援、さらには交流人口増による創業に向けた
支援までの事業を戦略的に展開、実施し、国内外から選ば
れる地域ブランドを確立させ、持続的に発展しうる賑わい
のある町づくりの確立を目指す

地方創生推進交付金

計画本文

栃木県塩谷郡高根沢町

20～40代の若者・ファミリー層を狙った駅（都市部）の前
身事業実施により、40,000人を超える交流人口を確保し、
人口の社会減を増転させた。この交流人口の「町と関わる
時間」を、都市部イベントの「一時」でなく、農村部の魅
元気あっぷむらを拠点とした地方
栃木県塩谷郡高根沢町の全域 力にも触れる場を設けることで「滞留」、「滞在」へと深
創生推進計画
化させていく。そのために、農村部のシンボル的施設であ
る「元気あっぷむら」の道の駅登録に合わせ、若い交流人
口に訴求する滞在コンテンツ（グランピング等）を整備
し、地域住民と都市住民の交流を促進する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

群馬県

群馬県

群馬県

ぐんま「強い産業づくり」推進事
群馬県の全域
業計画

本県では、『群馬県産業振興基本計画（H28-31)』におい
て、ものづくり産業などの基幹産業のさらなる発展を図る
とともに、新たな成長エンジンとなる次世代産業を育成
し、『雇用を生み成長し続ける、複数の峰を持つ強いぐん
まの産業』をめざした産業振興に取り組んでいる。
Ｇメッセ群馬の整備を機に、50年先の将来を見据え、コン
ベンションの視点を加えた産業振興を強力に推進すること
で、輸送機器産業に次ぐ産業の創出や、地域の若者や女性
が働きたくなる魅力ある仕事を創出する。

地方創生推進交付金

計画本文

「ぐんまに外国人材を呼び込む」
群馬県の全域
プロジェクト計画

本県では、第15次総合計画（H28-H31）及び群馬県版総合戦
略（H27-H31）において、労働力人口の減少や消費・生産の
縮小などを招く人口減少問題に対応するべく、「魅力あふ
れる群馬」の実現に向けた各種施策を推進している。
本県の国際戦略に資するグローバル人材の育成・確保、定 地方創生推進交付金
着を図るため、外国人留学生が卒業後に高度なグローバル
人材として本県で就職・定着し、活躍できるような取組等
を進めるとともに、外国人の受入れ環境を整備し、外国人
と円滑に共生できる社会の実現を目指す。

計画本文

ぐんま「稼ぐ農林業」促進事業計
群馬県の全域
画

本県の持つ地域特性や強みを活かしながら、農林業の成長
産業化に向けて、新技術・新商品の開発による生産性の向
上、現場への普及までの体制を強化・迅速化することによ
り、稼げるぐんまの農林業を実現させる。
あわせて、農林業を志す人材を確保するとともに、経営感
覚に優れた担い手が持てる力を最大限発揮できるような環
境の整備を進め、新規就農者・女性農業者・養蚕農家など
多種多様な人材が活躍し、活気あふれる地域農業を創造す
る。

計画本文

地方創生推進交付金

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

229 群馬県

230 群馬県

231 群馬県

232 群馬県

群馬県

群馬県

群馬県

群馬県及び前橋市

233 群馬県

群馬県及び前橋市

234 群馬県

群馬県、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼
田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市及びみど
り市並びに群馬県北群馬郡榛東村及び吉岡町、多野郡上野
村及び神流町、甘楽郡下仁田町、南牧村及び甘楽町、吾妻
郡中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村及び東吾
妻町、利根郡片品村、川場村、昭和村及びみなかみ町、佐
波郡玉村町並びに邑楽郡板倉町、明和町、千代田町、大泉
町及び邑楽町

235 群馬県

236 群馬県

237 群馬県

238 群馬県

239 群馬県

240 群馬県

群馬県、群馬県甘楽郡南牧村及び群馬県吾妻郡嬬恋村

前橋市

沼田市

群馬県多野郡上野村

群馬県多野郡神流町

群馬県吾妻郡嬬恋村

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

ぐんま「女性・高齢者・障害者」
群馬県の全域
就業支援事業計画

本県では、人口減少対策を土台として、先人が遺した財産
を活かし、人・モノ・情報を呼び込むという新たな発想で
群馬の未来を創生し次の世代に引き継ぐという考えのも
と、群馬県版総合戦略（H27-H31）を策定し、推進してい
る。
これまでの各種支援施策では十分ではなかった潜在的な労
働力へのアプローチを図り、新たな担い手の掘り起こしや
それぞれの特性にあった就業支援を行うとともに、各企業
の職場環境整備等を推進し、これまで働く場に参加してい
なかった多様な人材が、地域の担い手として活躍する群馬
県づくりを推進する。

アーチェリーを活用した地域活性
群馬県の全域
化拠点整備

メインフィールドの利用環境の充実及びバリアフリー化
により、誰もが利用できる施設としてリニューアルすると
ともに、全天候型の屋内型サブフィールドを新設する。施
地方創生拠点整備交付金
設の特色･強みと、立地環境等の優位性、温泉などの観光資
源を活かして、県外からの合宿等の誘致につなげ、交流人
口の増加を通じた地域活性化を図る。

計画本文

次世代繊維産業支援施設整備

群馬県の全域

次世代繊維産業として有望な医療・ヘルスケア分野等を
ターゲットとし、人間工学に基づく感性的価値の向上によ
る高付加価値製品の開発のための先導的な施設整備とし
て、人間工学評価室の新設整備を行う。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

ぐんま「次世代モビリティ」推進
群馬県の全域
事業計画

公共交通として重要である路線バスは、運転手不足や運行
コストの問題から運行本数の増加などが進まない状況であ
る。早期に自動運転バスの運行を実現させることで公共交
通網の充実をさせ、高齢者など誰でも外出しやすい環境を
整えて地域経済活動の活性化を実現していくとともに、Ｅ
Ｖや自動運転関連パーツの開発・生産へとシフトし新たな
製品に取り組むことで、本県の輸送機器産業を維持・発展
させていく。

地方創生推進交付金

計画本文

ぐんまで働こう！若者の活躍促進
群馬県の全域
事業計画

本県の経済を支えてきた自動車産業などの基幹産業につい
て更なる発展を図るとともに、新たな成長エンジンとして
ＥＶ・医療・ヘルスケア産業等の次世代産業を産業の峰に
加え、複数の峰を持つ産業構造を構築することを目指して
いる。さらにその担い手として、進学等で東京圏に流出し
た若者（学生）の県内就職を促進するとともに、県内の大
学等に進学した若者の県内就職・県内定着を促進してい
く。
若者の県外流失に歯止めをかけて人材を確保し、その活躍
によって産業振興、経済活性化を推進する。

地方創生推進交付金

計画本文

群馬県移住支援・マッチング支援
群馬県の全域
事業及び群馬県起業支援事業

・当県及び県内市町村において課題となっている人口減少
と人材不足を解決するため、東京23区の在住・在勤者が本
県に移住し、かつ本事業により設置したマッチングサイト
に掲載された求人枠に応募して就業した場合、または地域
課題の解決に向け新たに起業し、本事業による起業支援金
の交付決定を受けた場合に、移住支援金を支給するほか、
雇用環境の優れた企業のＰＲによる東京圏からの人材の呼
び込みや、起業後のフォローアップ支援の実施による起業
者の定着を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

来てみてよかった！ぐんま暮らし
群馬県の全域
支援事業計画

文化芸術施設と市民力を活用した
前橋市の全域
交流拠点創出計画

地方創生推進交付金

国立社会保障・人口問題研究所は、本県の人口について、
平成22（2010）年から2040年の30年で37万８千人減少し163
万人になると推計しており、さらにその仮定を延長すると
2060年には128万７千人にまで加速度的に減少していくと見
込まれる。
地方創生推進交付金
そのため、本県としては、出生率の回復と合わせて、社会
増の回復により、人口減少に歯止めをかけ、2060年に総人
口約160万人を確保するという将来展望を描いている。
本市の中心市街地にはアーツ前橋、前橋文学館、前橋シネ
マハウスなどの文化芸術に関する施設が複数存在してい
る。これら、芸術に触れて楽しむ場だけでなく、臨江閣や
芸術文化れんが蔵など、市民自らが文化芸術を発信するこ
とが可能な空間も点在している。
文化芸術を核に地域住民、民間事業者、関係団体、行政等
が一体となってまちづくりを進めることにより、まちなか
の賑わいを創出し、「前橋市＝休日の滞在・交流拠点」と
いうイメージを定着させる。

計画本文

計画本文

地方創生推進交付金

計画本文

地域資源を活用したインキュベー
沼田市の全域
ションによる地域活性化計画

起業者に向けてインキュベーションオフィスを新設し、4年
間行ってきた「ぬまた起業塾」の継続と併せて沼田市創業
支援センターを設置・運営する。主な運営内容は以下のと
おり。
・専門家を配置し、ビジネスにおける相談体制を構築。
・起業を志す人を募集し、専門家の指導によりビジネスプ
地方創生推進交付金
ランの作成までをサ ポートする「ぬまた起業塾」の開
催。
・インキュベーションオフィスの管理運営。
・事業承継等に関する相談会や地元金融機関によるＭ＆Ａ
の斡旋。
・商談会や展示会への出展による販路拡大の支援。

計画本文

特産品「イノブタ」による地域経
群馬県多野郡上野村の全域
済活性化事業

本村はこれまで地域経済を発展させるために農産物に付加
価値をつける農産物加工施設やそこで開発された商品を販
売提供するための道の駅・山の駅の施設整備を進めてき
た。本事業では、農業・製造業・観光業という6次産業によ
る新たな地域経済循環システムを構築し消費額増加を図る
地方創生拠点整備交付金
ために、現在、ボトルネックとなっているイノブタの生産
量を増加させるためのイノブタ肥育舎の施設整備を行う。
地産地活という取り組みにより消費額の低さという課題を
克服し地域経済を発展させ交流人口増加・雇用拡大を目指
す。

計画本文

農林水産物出品者所得向上プロ
ジェクト

道の駅万葉の里は地場産品を提供するレストランと農産
物直売所を兼ねた農林水産物の拠点施設として運営してい
る。
直売所の販売スペースを拡充し販売量の増加と利用者の
利便性の向上で販売力の強化を図り、加工施設を整備し６
次産業の商品を開発して販売するとともに隣接する食堂で
メニューとして提供する。
また、屋外向けの飲食スペースと販売コーナーを設け集
客力の強化と施設の収益の向上を図ることで出品者の所得
向上を図る。

計画本文

群馬県多野郡神流町の全域

ジオパーク構想を核として農業と
観光が融合した地域交流拠点整備 群馬県吾妻郡嬬恋村の全域
事業

地方創生拠点整備交付金

本事業により、浅間山北麓ジオパークを核とした、周遊散
策ガイドの実施、独自ツアーの実施や教育･防災分野での体
験学習等による観光振興により、交流人口の拡大、雇用機
会の創出を図るとともに、同エリア内にジオパークの恵み
である地産野菜や加工品、日用食料品の販売施設を整備す 地方創生推進交付金
るとともに、地元農産物食材を使用した飲食施設を改修す
ることにより、野菜生産者の所得向上による就農者の増
加、施設での雇用機会の創出を図り、農業と観光を融合さ
せた地域活性化の拠点を目指す。

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

241 群馬県

242 群馬県

243 群馬県

244 埼玉県

245 埼玉県

246 埼玉県

247 埼玉県

248 埼玉県

249 埼玉県

250 埼玉県

251 埼玉県

252 埼玉県

活用する支援措置

計画本文

地域交流拠点を核とした地域産業
群馬県吾妻郡嬬恋村の全域
振興計画

地域交流拠点内に多品目野菜や地元加工品、日用食料品を
販売し、村内外の人々が年間を通じて利用できる販売施設
を新設するものであり、本村の基幹産業である農業におけ
る農産物の販路拡大、所得向上が図られ、新規就農者の増
加や高齢者を含めた雇用機会の創出・拡大につながる。ま
た、本エリアが集落に隣接していることから、村内外の
人々が集い交流することが出来る広場、周遊散策環境を整
備することにより交流人口の拡大につなげ、移住のきっか
けづくりとなる拠点を目指す。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

群馬県利根郡片品村

尾瀬の郷観光交流人口増加促進事
群馬県利根郡片品村の全域
業

片品村ならではの特性と資源を活かした取り組みにより
「観光力」を高め、観光交流人口を増加させることによ
り、地域経済（特に宿泊施設やサービス業）の発展を目指
す。さらに地域経済が潤い、交流人口が増加していくこと
により、村の知名度が上がり、首都圏等からの移住希望者
も増加する可能性も大いに期待できる。

地方創生推進交付金

計画本文

群馬県利根郡みなかみ町

若者にとって魅力的な雇用を創出しつつ地域を牽引する人
材を育成するため、小さくても地域内で経済を回していけ
るような多様で多彩なローカルベンチャーを創出し、地域
を牽引する人材が継続的に育成され続けるサイクルの構築
みなかみ発！ローカルベンチャー
群馬県利根郡みなかみ町の全 を目指す。都市部を中心にローカルベンチャーの担い手と
創出・育成・ステップアップ支援
域
なる人材を発掘し、彼らを母体として育成機能を兼ね備え
事業
た人材の受け皿となる組織を設置することで、新たな経済
を生み出すワンストップ支援を行い、若者が新たな価値観
で本町の地域資源を利活用した地域に根付いたビジネスに
チャレンジできる環境を整える。

地方創生推進交付金

計画本文

埼玉県の全域

子供が夢や希望を経済的理由であきらめない環境を整備し
ていく必要がある。
外見は普通に見えても、当たり前の生活を営めないとされ
る貧困状態にある子供たちは、経済的な困窮だけでなく
「人とのつながり」や「教育・体験機会」などが奪われ、
人生の選択肢や可能性が狭まっていくリスクが高まる。
そのリスクを防ぐため、孤食の解消だけでなく、体験機会
やシニアの生きがいづくりなど地域のキーステーションを
と言える子ども食堂などの子供の居場所を社会全体の力を
結集し、県内全域に８００か所程度に広がるよう支援して
いく。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

埼玉県の全域

民間調査会社による「地域ブランドランキング」におい
て、本県は魅力度４３位（平成３０年）、愛着度４６位
（平成３０年）と低迷しており、地域資源のブランディン
グと県民の郷土愛醸成が喫緊の課題となっている。
本県は、県土に占める河川面積の割合は３．９％（全国
１位）など、河川に代表される「水辺空間」の豊かさが特
徴となっている。
このため、「河川」という地域資源のブランド力をさら
に高め、水辺空間の多彩な活用を促進することにより、
「川の国 埼玉」の魅力を県内外に浸透させる。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

川越市、飯能市、東松山市、
狭山市、入間市、坂戸市、
鶴ヶ島市及び日高市並びに埼
玉県入間郡毛呂山町及び越生
町並びに比企郡川島町、吉見
町及び鳩山町の全域

埼玉県では、鶴ヶ島ジャンクション周辺の13市町に先端産
業等を集積して経済の好循環をもたらすことや、ＡＩ・Ｉ
ｏＴなどの先進技術を活用して、超スマート社会を実現す
ることを目指している。そこで、産学官連携のＡＩコン
ソーシアムを設立し、ＡＩ技術等の普及に向けた強力な推
進体制を構築する。また、ＬＰＷＡ等を活用したＩｏＴ導
入を促進するとともに、ＡＩを簡便に導入できるような支
援機能を整備する。さらに、地域経済牽引事業者によるＡ
Ｉ・ＩｏＴ等の導入に係るモデル的な取組を支援し、Ａ
Ｉ・ＩｏＴ等の普及拡大を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

秩父夜祭などの観光資源と連動したプロモーションの展
開、体験型ツアーの造成などにより、国内外の宿泊観光客
の増加を図り、地域産業全体の稼ぐ力の強化につなげてい
く。
秩父地域が魅力的な「酒どころ」と認知してもらうた
めに、官民一体となってブランド力の向上、販路開拓、消
費の拡大に取り組んでいく。秩父の酒造りの歴史や特徴の
ＰＲを強化することで、「都心から気軽に行ける酒どこ
ろ」としての地位を確立していく。

地方創生推進交付金

計画本文

県内条件不利地域への転入者増加と中小企業等の人材確保
のため、民間転職サイト内に当該地域の中小企業等の求人
情報を掲載したマッチングサイトを開設する。当該地域に
秩父市、飯能市及び本庄市並
移住し、サイトに掲載された中小企業等に就職若しくは起
びに埼玉県比企郡ときがわ
業した者に移住就業支援金を支給する。
町、秩父郡横瀬町、皆野町、
また、地域内の社会的課題を解決するための起業を促進す
小鹿野町及び東秩父村並びに
るため、当該地域で「地域活性化関連」の社会的事業分野
児玉郡神川町の全域
の起業をする者に対し、起業支援金により支援するととも
に、支援機関による伴走支援により事業の立ち上げを後押
ししていくことで地域の社会課題を解決していく。

地方創生推進交付金

計画本文

先端技術体験がもたらす地域振興
と人材育成および公共交通不便地 川口市の全域
域の解消

ＳＫＩＰシティにおいて、近未来技術（自動運転バス）を
社会実装することにより、ＳＫＩＰシティを先端技術の
ショールームとし、本市の立地の利点を活かし、先端企業
の進出や見学者など関係人口の増加を目指すものである。
また、近未来技術の社会実装を交通不便地等で行い地域の
利便性の向上を目指すと共に経費節減によるバス事業の維
持を図るものである。併せて、隣接する川口市立高等学校
の理数科教育と連携することで、将来の産業を生み出す人
材の育成を行う。

地方創生推進交付金

計画本文

行田版ＤＭＯを核とした持続可能
行田市の全域
な地域形成プロジェクト

本事業では、行政及び観光協会、市内の多様な事業者が参
画する「行田版DMO」において観光振興に関するビジョンを
共有したうえで、各産業が連携した地域素材の磨き上げと
地方創生推進交付金
商品化、継続的なマーケティング、一元的なプロモーショ
ン、受入環境を整備し、稼げる観光地づくりを目指すもの
である。

計画本文

新座らしさをいかしたブランディ
ング・シティプロモーションに基 新座市の全域
づくまちづくり推進事業計画

定住人口や転入数の増加、その中でも特に子育て世代人口
の増加を促進し、地域活性化を図ることを目的として、市
の強みや特性をいかして選ばれるまちとなるための指針を
掲げた新座市シティプロモーション方針に基づき、官民が
協働して市の魅力づくりに取り組むことで、にぎわいと活
力あふれるまちづくりを目指す。効果的な魅力発信の手法
を活用した市の知名度やブランドイメージの向上、ロケー
ションサービスの推進に代表される官民連携での市の新た
な魅力の創出や一体感の醸成により、行政に依存しない持
続可能なまちづくりを推進する。

地方創生推進交付金

計画本文

農産物を活用した賑わい創出計画 北本市の全域

北本の地域経済の更なる振興を図るために、国道17号線に
面した好立地にある既存の農業ふれあいセンター施設を活
用し、空間をリニューアルするとともに、農家と交流でき
る施設及び観光資源を周遊する拠点施設として再整備す
る。
施設と農業者の結びつきを強化、農業体験との連携、北本
農産物の魅力・特徴の情報発信、農商業者とのイベント実
施、市内周遊ツアーの実施等各種新規事業を連携させ、市
内ファミリー層や広域からの観光客の確保、顧客リピート
化を図り、北本産農産物の６次産業化、地域ブランド化、
観光振興も併せて実施する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

群馬県吾妻郡嬬恋村

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県、秩父市、飯能市及び本庄市並びに埼玉県比企郡と
きがわ町、秩父郡横瀬町、皆野町、小鹿野町及び東秩父村
並びに児玉郡神川町

川口市

行田市

新座市

北本市

地域再生計画の名称

子ども食堂応援プロジェクト

埼玉の川の再生
を目指して

「川の国埼玉」

鶴ヶ島ジャンクション周辺地域
先端産業等集積プロジェクト

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要

「秩父の酒」を核とした宿泊観光
埼玉県の全域
客拡大プロジェクト

埼玉県移住就業・起業支援計画

地域再生計画の概要

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

253 埼玉県

254 埼玉県

255 埼玉県

256 千葉県

257 千葉県

258 千葉県

259 千葉県

260 千葉県

261 千葉県

262 千葉県

263 千葉県

264 千葉県

265 千葉県

三郷市

埼玉県比企郡小川町

埼玉県比企郡川島町

千葉県、館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市及び
いすみ市並びに千葉県夷隅郡大多喜町及び御宿町並びに安
房郡鋸南町

千葉市

船橋市

木更津市

柏市

山武市

いすみ市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

みさとまるごとケフィプロジェク
ト都市型ヘルスツーリズムの構築 三郷市の全域
による地域の活性化再生計画

健康に良いことを楽しい体験として、地域資源を活用した
「都市型ヘルスツーリズム」を構築し、本市を健康都市と
してブランディングをしていくことで、市民の健康への意
識醸成を図り、健康な生活や働く活力、さらには健康寿命
の延伸につなげるとともに、対外的には、地域の観光資源
を発掘し、市の魅力を向上させて、市内の活性化につな
げ、地域の抱える課題を解消していく。

地方創生推進交付金

計画本文

未来の力で課題解決プロジェクト
埼玉県比企郡小川町の全域
事業計画

「地域資源やPR要素などの強みを活かした、若い世代やイ
ンバウンドに足を運んでもらえるにぎわいのある魅力的な
まちづくり」という将来像を実現させるため、若い世代の
知恵や柔軟な発想を最大限活用し、マップ基盤の開発やイ
ベントの開催、「おがわ学」と名付けた地域理解・課題発
見解決ツールの構築等に取組む。特に、交流人口の増加に
直接的に影響を及ぼす観光分野について、重点的な課題解
決を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

川島町ふるさとビジネス創出計画 埼玉県比企郡川島町の全域

平成の森公園を中心とした観光資源を活用して、農業体験
や川遊びなど水と土に触れる「ふるさと体験」ができる観
光ゾーンを整備し、東京23区をはじめとした都内在住の
ファミリー層の来訪を促進する。平成の森公園を中心に、
貸農園や観光農園、商品の生産・加工・販売施設を整備す
るほか、特産品等の磨き上げや新たな商品開発を進め、来
訪者の消費促進とリピーター化を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

館山市、勝浦市、鴨川市、富
津市、南房総市及びいすみ市
ＵＩＪターンによる起業・就業者 並びに千葉県香取郡東庄町、
創出計画
長生郡長南町、夷隅郡大多喜
町及び御宿町並びに安房郡鋸
南町の全域

国が設定する条件不利地域への移住・就業等を加速させる
とともに、当該地域の中小企業における人材のミスマッチ
や人手不足を解消させること等を目的として、県内の条件
不利地域に移住し就業する方に対し求人情報や暮らし情報
等を一元的に提供するマッチングサイトを運営し、又、移
住し特定分野で起業する方に対しては起業に必要な経費の
一部を助成するとともに、事業立ち上げ等に関する伴走支
援を行うなど、当該地域と千葉県の広域連携により、県内
における地方創生の深化を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

近未来技術等社会実装によるユニ
千葉市の全域
バーサル未来都市の実現

ドローンや自動運転モビリティ等の近未来技術の社会実装
を加速させるため、新たな補助制度を創出するとともに、
官民連携のもと社会課題解決に寄与する新しいサービス提
供を実現するほか、実証実験の効果を検証し、ビジネスモ
デルの構築による事業自立化に向けた支援を実施する。

地方創生推進交付金

計画本文

買い物弱者対策事業計画

本市は高齢化が進展していく中、市民が住み慣れた地域
でいつまでも元気に、いきいきと安心して暮らせるまちを
目指している。そのために、「住まい」「予防」「生活支
援」「介護」「医療」に関するサービスが一体的に提供さ
れる地域包括ケアシステムの構築が不可欠となっている。
その中でも、安心して日々の生活を送るためには、食料
品・日用品などの買い物が困難な高齢者を支援する買い物
弱者対策の推進が必要であることから、買い物困難地域を
対象に移動スーパー事業を実施する。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

電子地域通貨「アクアコイン」普
及推進プロジェクト ～官民連携
木更津市の全域
×地域一体による普及率向上への
チャレンジ～

地域金融機関、会議所及び行政の三者連携による電子地域
通貨「アクアコイン」の普及推進の取組を、官民連携・地
域一体の取組へと進化させ、利用者、加盟店及び決済額増
加の加速化を図り、地域の中で着実に定着させることで、
市民が地元事業者を支え、継続的に発展できる地域経済の
構築を目指します。また、地域活動等に対するポイント付
与によるコミュニティの活性化や行政での活用拡大、個店
のキャッシュレス環境の整備促進など、「アクアコイン」
を”新たなまちづくりのインフラ”としていくことで、持
続可能な地域づくりを目指します。

地方創生推進交付金

計画本文

地域振興拠点「道の駅しょうな
ん」再整備計画

本事業は，現在道の駅しょうなんが抱えている課題（駐車
場不足，直売所拡張，情報発信機能強化）と，今後求めら
れている機能（産業振興，観光振興，地域振興，多様な客
層の集客 等）を有した新施設（ガレリア，情報発信・交
流コーナー，事務室，プレゼンテーション・商談スペー
地方創生拠点整備交付金
ス，利用者用トイレ）を整備し，持続可能な地方創生の達
成を目的とするものである。
なお，本事業の実施により，現状の年間100万人から年間
160万人が利用する施設になることを想定している。

計画本文

デトックスシティ山武プロジェク
山武市の全域
ト

都内に立地するストレス負荷の高い企業とその社員を対象
に、山武市の都心から近く自然豊かな環境を活かし、スト
レスマネジメントに有効なプログラム開発（セミナー＋自
然体験）・サービス提供体制を整備することで、企業の福
利厚生拠点としての定評を樹立し、山武市への来訪者増
加・経済活性化を目指すもの。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

美食の街いすみ～食と農の学校と
いすみ市の全域
稼げる力～

これまでいすみ市に関わってきた一流料理人と地域の生産
者・料理人を巻き込んで、地域の食材を通じた地域創生を
実現する。具体的には、食の学校を通じて、いすみ市と関
わりのある一流料理人を中心としたいすみ食材を世に広
め、その価値・販路を更に拡大する。また、農の学校を通
じて、買い手である料理人目線も意識した有機農業の拡大
を図るとともに収益性を高めた有機農業により農家の後継
者不足・耕作放棄地問題にも取り組み、地域資源を活用し
て稼ぐ力を高めていく。

地方創生推進交付金

計画本文

船橋市の全域

柏市の全域

子育て世代や高齢者世代等の世代間を超えた地域のつなが
りの中で、少子高齢化社会に向け地域に根づいたオリジナ
ルなまちづくりが重要であり、豊かな少子高齢化社会を形
成していくため、サードプレイス（TTP）としての子育て支
地方創生拠点整備交付金
千葉県印旛郡酒々井町の全域 援やお年寄り対策としての多世代交流スペースの提供、併
せて、働く場の創出が必要不可欠となることから、子ども
から高齢者、障害者まで誰もが自由に集える憩いの場を、
酒々井町の中心に位置するプリミエール酒々井を増築し整
備する。

千葉県印旛郡酒々井町

酒々井町地域社会創造拠点計画

計画本文

千葉県印旛郡栄町

本町は、成田空港から30分に位置し、町内企業や成田空港
で就業する外国人就労者も増加傾向にある。また、町内に
居住する外国人がここ数年で増加している。また、増加が
見込まれている外国人観光客に対応するため、町内の有識
千葉県印旛郡栄町の区域の一
安食駅を中心とした外国人も暮ら
者により国際交流協会設立の協議が進んでいる。しかし、
部（安食１丁目～３丁目地
しやすい栄町づくり事業
本町では、外国人が安心して生活する上で必要な環境の整
区）
備が遅れているため、本町の中心である安食駅周辺におい
て、外国人も暮らしやすい環境を整備し、外国人も安心し
て暮らすことが出来る環境を整備することで、外国人移住
者の増加を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

千葉県印旛郡栄町

平成30年に地方創生拠点整備交付金を活用して整備したコ
スプレの館新館により、集客能力と物販機能が強化された
コスプレ国際観光による地域経済 千葉県印旛郡栄町の区域の一 ので、千葉県立房総のむらやドラムの里などの観光資源と
地方創生推進交付金
活性化事業計画
部（ドラムの里）
の相乗効果も期待できるが、31年度からの3年間で前計画で
行った事業を更に深化させ自立と地域経済発展に貢献する
事業を実施する。

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

266 千葉県

267 東京都

268 神奈川県

269 神奈川県

270 神奈川県

271 神奈川県

272 神奈川県

273 神奈川県

274 神奈川県

275 神奈川県

276 神奈川県

277 神奈川県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

「黒豆街道」づくりによる地域経
千葉県印旛郡栄町の全域
済活性化事業計画

「黒豆街道」を整備し、産地としての知名度、認知度を高
める。また、黒大豆の生産販売を牽引する「地域商社」的
機能を持つ会社の発掘・設立支援を行うとともに、「地域
商社」設立までの間、ブランド化による付加価値を高める
地方創生推進交付金
ため、PRやイベントを開催するとともに、 新たな加工品開
発を行い、国内外の販売ルートの拡大につなげる。さら
に、シルバー人材や主婦、大学生を生産応援隊として人材
活用し雇用の拡大につなげる。

計画本文

人生１００年時代のライフイノ
ベーション推進事業

官民連携による「食」と「知」をテーマとした社会参画の
場づくりを通じて、多世代を対象とした高齢社会課題の解
決に向けた学びと実証の場、「リビングラボ」の取組を推
進、地域の課題解決に向けた住民の参画と産学官民医介等
の連携によりイノベーションの創出を図ると共に、地域実
証への取組の収益化を図り新たな地域活動の資源化を図
る。また、このような取組の手法の開発、周知、展開を図
るため、地域の多様なステークホルダーからなる持続的な
協議の枠組みを組成する。

地方創生推進交付金

計画本文

ＳＤＧｓ社会的インパクト評価実
神奈川県の全域
証プロジェクト実施計画

本県のSDGsの推進にあたっては、県民の認知度が低いまま
社会的インパクト評価事業等の施策を展開しても理解がさ
れず、民間投資の促進なども効果的に進まない恐れがあ
る。そのため、全県にSDGsの理念、価値観を浸透させるこ
地方創生推進交付金
とを目的として、積極的な情報発信・普及啓発を行う。ま
た、県民、企業、大学、NPO等多様なステークホルダーと連
携したネットワークを構築しSDGsの全県的な展開を進め
る。

計画本文

「関係人口」の創出による移住・
神奈川県の全域
定住の促進

本県の人口は、三浦半島地域や県西地域などで既に減少し
ており、数年後には県内全域で減少する見込みである。人
口減少に歯止めをかけるため、人口の社会増を図る対策が
重要である。そこで、「都心に近く訪れやすい」という本
県の強みを生かし、まずは関係人口を集めるという視点で
事業を展開する。また、地域の魅力を地域の方や関係人口
の方が地域内外で自らＰＲし、地域外から人を呼び込む体
制づくりを進める。これらの取組みにより、地域の人の交
流を促進し、最終的に本県への移住・定住につなげる。

地方創生推進交付金

計画本文

神奈川県

企業経営の未病改善の推進

中小企業の経営者が、経営状況が下降する前にその兆し
（企業経営の未病）に気づき、早期に必要な対策を講じら
れるようにする、「企業経営の未病改善」の取組を促進す
ることにより、中小企業の持続的発展を促す。
併せて、全国初の取組である「企業経営の未病改善」のア
プローチ手法を、未病の見える化ツールである「企業経営
の未病チェックシート」とともに全国へ普及させ、先駆的
な事例となることを目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

神奈川県

相模原市の区域の一部（緑区
根小屋、長竹、青山、鳥屋）
宮ヶ瀬湖周辺地域活性化推進計画 及び厚木市の区域の一部（飯
山、七沢）並びに神奈川県愛
甲郡愛川町及び清川村の全域

宮ヶ瀬湖周辺地域の活性化推進のため、ダムランキング１
位となった宮ヶ瀬ダムのブランド力を生かして、日本版Ｄ
ＭＯ法人である（公財）宮ヶ瀬ダム周辺振興財団、地元市
町村、企業、各種団体等の多様な関係者と連携し、地域の
稼ぐ力を高め、県平均を下回っている同地域の観光消費額
（平均消費単価）の向上を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

イノベーション創出拠点整備

神奈川県の全域

多様な人材を輩出する大学や高い技術力を持つものづくり
企業、最先端の研究開発を行う大企業の研究所が集積する
本県の特性を活かし、若年層や起業準備者、成長期にある
ベンチャー企業といった異なるステージにあるプレイヤー
に対し、それぞれのニーズにマッチした支援を行う拠点を
整備する。拠点内で起業に関するイベントの開催や協業プ
ロジェクトの支援を実施し、交流機会を提供することで、
県内を拠点とするベンチャー企業が次々と生まれるエコシ
ステム（生態系）を構築する。

地方創生推進交付金

計画本文

神奈川県の全域

県立山岳スポーツセンター（県立秦野戸川公園内）に、ス
ポーツクライミング競技の複合種目全てに対応する新たな
拠点を整備し、スポーツクライミングを軸とした地域活性
化、交流人口の増加を図る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

千葉県印旛郡栄町

日野市

神奈川県

神奈川県

神奈川県

神奈川県及び秦野市

横浜市

川崎市

相模原市

藤沢市

「都心に近い山岳スポーツの聖
地」を目指すまちづくり

日野市の全域

神奈川県の全域

「『自治体ＳＤＧｓモデル事業』
推進事業」～企業のイノベーショ
ン創出支援を中核とした大都市圏
の地域課題解決を図る「ヨコハマ 横浜市の全域
ＳＤＧｓデザインセンター」の取
組を通じた「横浜モデル」の構築
～

都心臨海部の「みなとみらい21地区」には大企業の本
社・研究開発拠点が集積し、「関内地区」はベンチャー企
業に注目されつつある。
「SDGｓ」達成という共通目標を掲げ、研究開発企業・ベ
ンチャー企業と郊外部の地域活動団体や生活密着型の事業
者などの「協働の場」を構築し、こうした様々な主体によ 地方創生推進交付金
る社会課題解決へ新たなビジネス創出を促す。これによ
り、都心臨海部、郊外部の活性化を図るため、自治体ＳＤ
Ｇｓモデル事業である「SDGｓデザインセンター事業」と
「ベンチャー企業・起業家支援事業」を一体的に推進す
る。

計画本文

国産木材の利用促進に向けた「官
×民・消費地×林産地」連携推進 川崎市の全域
事業

①木材利用促進フォーラムの取組を強化する。会員間の情
報共有や交流の場の提供等を通じて、ビジネスマッチング
の機会を創出・増加し、林産地の地域価値の向上・地方創
生につなげる。
②木材利用の潜在的ニーズ発掘のため、木材利用に関する
様々な相談に対応できる体制を構築する。
③エンドユーザーや施工業者等に対し、木材利用機会の増
加を図るため、先進的な木材利用事例の視察等の普及活動
を実施する。
④市民に木の効能や価値について普及啓発を行うため、林
産地の自治体や企業と連携し、森林教育や木育イベント等
を実施する。

地方創生推進交付金

計画本文

新・さがみはらグローバル展開事
相模原市の全域
業

将来に向けた更なる産業基盤の強化と安定した雇用の創
出・確保を図っていくため、これまでの強みである製造
業、インキュベーション機能や多様な大学等の集積などに
加え、2027年のリニア中央新幹線の神奈川県駅の開業（橋
本駅周辺）等の広域交通網の充実といった環境の変化を最
大限利用し、首都圏南西部における広域交流拠点の構築を
図るとともに、様々な産業の連携・交流による本市の価値
や魅力の更なる向上と効果的な発信に取り組み、海外市場
の獲得や国内外からの産業集積を促進することで「国際的
な産業交流拠点」の形成を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

東京２０２０大会の気運を健康づ
くりにつなげる「ふじさわ夢チャ 藤沢市の全域
レンジ」事業

‟ふじさわ夢チャレンジ”は、大会開催の１年前を契機に、
市民の皆さんに、健康づくりをテーマとして、自ら設定し
た目標や市が設定した目標に挑戦してポイントを獲得して
いただき、一定のポイントを達成した方には、抽選で市か
ら景品を送付する事業である。あえて紙ベースの取組と
地方創生推進交付金
し、全戸配布を実施することで子どもから高齢者まで、幅
広い層の参加を呼びかけるが、特に小中学校の全児童・生
徒に配布することで、保護者に多い30代・40代への波及効
果を狙い、１万人以上の参加者が見込める仕組みを構築す
る。

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

278 神奈川県

279 神奈川県

280 神奈川県

281 神奈川県

282 神奈川県

283 神奈川県

284 神奈川県

285 神奈川県

286 神奈川県

287 神奈川県

288 新潟県

289 新潟県

小田原市

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市

南足柄市

神奈川県中郡二宮町

神奈川県中郡二宮町

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

地方創生拠点整備交付金

計画本文

切れ目のない発達支援を軸とした
小田原市の全域
「子どもを育てたいまち」の推進

発達面において支援を必要とする子ども等が増加してい
る本市の現状を捉え、子どもの発達支援を軸に、乳幼児
期・学齢期・青年期といった成長段階における相談・支援
機能を集約し、これまで以上に連携を図ることにより切れ
目のない、一気通貫した総合的なサービスを提供するとと
もに、教育・保育現場での支援向上や働き方の改善につな
げるために「（仮称）おだわら子ども教育支援センター」
を開設する。。
「子どもを産み育てやすいまち」を実現することで、出
生率の向上や移住者の増加へと結び付けていく。

新たな観光地域づくりによる地域
茅ヶ崎市の全域
経済活性化プロジェクト

茅ヶ崎版DMOの形成により、観光振興に対する茅ヶ崎全体の
体制構築を図り、マーケティング戦略に基づく効果的なプ
ロモーションやコンテンツの企画開発を実施していくとと
もに茅ヶ崎の高い知名度を活用し、茅ヶ崎らしいヒト・コ 地方創生推進交付金
ト・モノを含めたライフスタイル全般をコンセプトによる
ブランディングに取り組み、地域経済活性化にむけた事業
展開に取り組んでいく。

計画本文

子育て世代の茅ヶ崎暮らしへの共
茅ヶ崎市の全域
感プロモーション

子育て世代の茅ヶ崎暮らしへの共感を生むためのプロ
モーションについて、Ｏ２Ｏの視点を踏まえた取組体系を
構築し、企業版ふるさと納税による財政的支援を受けて実
施する。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

道の駅を拠点とした金太郎のふる
里南足柄の地域経済活性化プロ
南足柄市の全域
ジェクト

「南足柄市と箱根町を連絡する道路」の開通により、道の
駅という農業・観光・交流の拠点施設を大井松田インター
チェンジから箱根へ抜けるルートの通過点に整備すること
により、多くの交流滞在人口を増やすとともに、道の駅を
基盤に６次産業化を推進することで本市における農業振興
の再生を図り、新たな南足柄ブランドを創出する。
また、観光地をはじめとした地域の魅力を、情報発信する
こ拠点施設とすることで、地域産業経済の活性化「金太郎
のふる里南足柄」の創生を図る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

第２期 安心して住み続けられる
地域再生事業（一色小学校区地域 神奈川県中郡二宮町の全域
再生協議会の新展開）

平成28年度から一色小学校区の地域再生のために活動して
きた協議会の活動成果により、今まで地域では対応困難と
見られていた「空き家対策」「外出支援」「地域組織のプ
ラットホームづくり」といった地域課題に新たに着手する
とともに、今まで取り組んできた分野についても新たな展
開を図る。また、取り組みの継続性を高めるとともに、一
地域の取り組みとして終結させないため、全町から人材を
募集するとともに活動範囲を町内全域に広げ、町規模での
地域連携と課題解決による町の活性化を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

町民が造って学ぶ、子どもと大人
神奈川県中郡二宮町の全域
が楽しめる一大拠点プロジェクト

人口減少と少子高齢化に伴う、世代構成のアンバランスや
活力の減退といった課題を改善するため、自然・文化的要
素と広大な平地面積を有し、交通アクセスに優れた未利用
町有地を活用し、ニーズの高い子育て拠点を整備する。そ
の際、ニーズに即した幅の広い活動ができる拠点とするた
め、有志の町民による運営組織をもって整備・運営する。
さらに、拠点の形成による賑わいを町内全域に広げるた
め、町内事業所や町民団体を活動に取り込むとともに、広
域連携を活用した情報発信により、関係人口の増加と定住
人口の確保による町の活性化を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

持続可能な地域の創出に向け、雇用支援プラットフォーム
を立ち上げ、身近な自治体において中長期的な雇用促進の
支援を行う。人口減少により若者の雇用が大きく期待でき
ない中、人生100歳時代に向けた高齢者になっても生きがい
神奈川県足柄下郡箱根町及び
を持って活躍できる社会及び子育て後の就労を希望する女 地方創生推進交付金
湯河原町の全域
性の活躍社会に目を向け、当該地域の潜在的な労働力とな
る高齢者及び女性を掘り起こし雇用支援を後押しすること
で、生産人口を増加させるとともに一億総活躍社会の実現
に向けた持続可能な地域を創出する。

計画本文

神奈川県足柄下郡箱根町及び湯河原町

雇用確保支援計画

神奈川県足柄下郡真鶴町

シェアリングエコノミーによる雇用開拓や子育て環境の改
善、サテライトオフィス誘致を進化させた地域課題解決型
企業誘致の推進による「定住」対策の実行と、「関係人口
づくり」から実行する「移住」対策として、試住体験事業
「スタートアップタウン・真鶴」 神奈川県足柄下郡真鶴町の全 を活用したフリーランス・コミュニティとのつながりや創
移住定住推進計画
域
作拠点施設を通したものづくり交流、コミュニティMICE事
業による地域経営等の研究者・学識者の拠点化、ITエンジ
ニアやクリエイター、ベンチャー企業等が真鶴を拠点に学
ぶリーンスタートアップ・プログラムの展開等による対策
を実施していく。

地方創生推進交付金

計画本文

神奈川県足柄下郡真鶴町

2020年東京オリンピック・パラリンピック（以下、「2020
オリパラ」という。）やラグビーワールドカップを再生の
起爆剤として有効に活用した対策を実行することにより、
「石の町・真鶴」のブランドを再構築し、石材業と観光業
真鶴町「石材と観光の力」創生計 神奈川県足柄下郡真鶴町の全
がインバウンドやアートといった新たな顧客（石材業に
画
域
とっては石材購入やアートによる交流顧客の開拓、観光業
にとっては外国人やアーティスト等の新しい観光客・交流
人口）を獲得することで、「石と観光の力で賑わう・活気
ある真鶴町」を取り戻すことを目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

地方創生拠点整備交付金

計画本文

「新潟ブランド」の構築による交
新潟県の全域
流人口拡大計画

新潟県は米、雪、酒といった既に全国的に知られたコン
テンツだけでなく、世間に認知されることで魅力を感じて
もらうことのできるポテンシャルをもった、さまざまな地
域資源を有している。それらを単体としてではなくストー
リー性と関連性を持ったコンテンツとして磨き上げ、本県
全体のブランドイメージを構築することで交流人口の拡大
を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

「健康立県」にいがた推進計画

少子高齢化、人口減少に対応するため、健康寿命を延伸
することにより、地域社会の維持のための担い手の確保、
健康経営に取り組む企業の増加による生産性の向上を図
る。
交付金事業においては、健康寿命を延伸するためのプロ
モーションや健康経営の普及啓発活動等を実施する。

地方創生推進交付金

計画本文

神奈川県足柄下郡湯河原町

新潟県

新潟県

スポーツ拠点整備計画

これまで実施してきた地方創生やスポーツ施策により、
一定の効果が出始めているが、宿泊者数や観光消費額が
ピーク期に対し復調するまでには至っていない状況であ
る。
多様化するニーズへの対応するため、観光とスポーツを
神奈川県足柄下郡湯河原町の
融合させ、地域経済の活性化となるような更なる交流人口
全域
の増加が必要であり、新たな地域資源として弓道場を湯河
原町総合運動公園に新設する。
既存の観光資源資源と本事業を結びつけることにより年
間観光客数や観光客消費額の増加が見込め、地域経済の活
性化につながる。

新潟県の全域

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

290 新潟県

291 新潟県

292 新潟県

293 新潟県

294 新潟県

295 新潟県

296 新潟県

297 新潟県

298 新潟県

299 新潟県

300 新潟県

301 新潟県

302 新潟県

新潟県

新潟県

新潟県

新潟県、新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小
千谷市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙
高市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚
沼市及び胎内市並びに新潟県北蒲原郡聖籠町、西蒲原郡弥
彦村、南蒲原郡田上町、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町
並びに岩船郡関川村

長岡市

新発田市

見附市

燕市

糸魚川市

妙高市

佐渡市

佐渡市

佐渡市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

地域公共交通活性化に向けた総合
新潟県の全域
戦略プロジェクト

地域公共交通を取り巻く多様な問題に対し、地域の実情に
応じた交通体系の整備や利用促進等による公共交通の活性
化、人材確保、都市間を結ぶ高速交通ネットワークの構築
等を総合的かつ戦略的に取り組むことで、将来に渡り持続
可能な地域公共交通の実現を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

新潟県女性・高齢者等新規就業促
新潟県の全域
進計画

現在無業である女性・高齢者等について、就業への動機付
けや誘導による掘り起こし。企業における、現在無業であ
る女性・高齢者等の就業における課題と考えられる短時間
勤務等が選択可能な環境整備の促進。掘り起こした「働き
手」と企業とのマッチングにより、県内中小企業等の人材
確保、女性活躍の推進並びに、健康寿命の延伸に合わせた
シニア人材の活躍を実現。これらについて、既存の取組や
関係機関による取組との連携も含め、官民連携プラット
フォームを通じて一体的・包括的に実施。

地方創生推進交付金

計画本文

新潟県スマート酪農推進拠点整備
新潟県の全域
計画

搾乳ロボット・ミルキングパーラー・ＩＣＴ設備を有す
る新・搾乳牛舎を農業総合研究所畜産研究センターに整備
し、スマート酪農に適した飼養管理技術の開発及び普及に
活用するとともに、先導モデル施設として県内酪農家へ啓
発する役割を担うことで、県内酪農の規模拡大及び生産性
向上を推進する拠点とする。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

新潟県移住・起業・就業支援計画 新潟県の全域

県内企業の魅力発信と起業、移住の促進
・東京圏からの移住のインセンティブとなる支援金の支給
を可能とすることにあわせて、県のＵ・Ｉターン促進の取
組を強化するとともに、県内企業による幅広い求人情報の
作成への支援やマッチングサイトを用いた当該情報の提供
を行うことで、移住求職者とのマッチング機会の拡大を図
る。
・地域課題の解決を目的として新たに起業する者を支援す
るとともに、事業立ち上げ等に関する伴走支援を行うこと
で、社会的事業における効果的な起業を促進する。

地方創生推進交付金

計画本文

ＮａＤｅＣ構想（４大学１高専連
携プラットフォーム）による産業 長岡市の全域
創出と人材育成

「開業率が低い」「製造業の付加価値額が低い」「学生が
地元企業に就職せずに首都圏に流出する」などの構造的課
題を解決するため、市内４大学１高専と商工会議所と連携
し、地域連携プラットフォーム「ＮａＤｅＣ構想推進コン
ソーシアム」と活動拠点「ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥ」を運営
する。市内の高等教育機関が持つ知見と市内企業が持つ技
術を融合し、新製品・新産業の創出やベンチャー企業の育
成、起業・創業の支援を行う「長岡版イノベーション」を
推進し、産業振興・人材育成事業を行うことで、課題の解
決を図る。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

移住定住人口増加プロジェクト～
新発田市の全域
若者×しごと～

移住の際に課題となる「仕事」の選択肢を広げるため、移
住セミナーや移住体験ツアーにおいて圏域の魅力的な仕事
情報を発信するほか、企業を巡るツアー等を実施すること
で、移住しやすい環境を整備する。また、首都圏で生活す
る若者との連携体制を構築し、交流会の実施や若者自身が
地方創生推進交付金
行う新発田のPRにより、Uターンしやすい環境づくりと新発
田のPRを一体的に進めるほか、若者と後継者不在に悩む事
業所とのマッチングを行う。更に、市内の若者団体によ
り、子どもたちのふるさとへの誇りや愛着を育むために活
動する人材の育成を行う。

計画本文

住宅環境の整備を軸とした首都圏
一極集中の抑制及び魅力ある地方 見附市の全域
都市像の形成促進計画

地方都市における人口減少、高齢化の進展、若者の首都圏
への人口流出や増加する空き家問題が課題となっており、
本市も同様である。その解決策として、中古住宅市場の流
通量を増加させる取り組みとして物件の掘り起こしと診
断、見附市への愛着心の形成による移住・住み替えを促進
させる取り組みとして情報発信や首都圏からのUIターンの
促進と若年層を対象とした市への愛着心の醸成、また、住
宅の高性能化を先導・促進する取組みとして啓発や情報発
信を複合的に実施し首都圏への一極集中の抑制を図り、魅
力ある地方都市の形成を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

つばめ産学協創ＩｏＴ等導入推進
燕市の全域
事業

生産年齢人口の減少により、産業・農業ともに共通して一
市内企業・農家への負担増加が進行し、産地の強みとして
きた裾野の広い市内産業構造が崩壊の危機に直面してい
る。これらの課題を解決するために、IoTと先進技術導入を
推進することで、労働生産性を向上させ、同時にインター 地方創生推進交付金
ンシップと外国人材の受け入れを通して、安定した人材確
保・育成を図り、豊かな自然と風土に育まれた農業と、そ
の副業として生まれ国内有数の金属加工技術の集積地と
なった製造業の更なる発展を目指すものである。

計画本文

国石ヒスイを生かした定住促進プ
糸魚川市の全域
ロジェクト

当市の人口は、４４，１６２人（平成２７年国勢調査）
であるが、３０年後の人口は、２４，２０１人と推計され
ており、来訪者も減少傾向となっている。このことから、
当市に来訪してもらい、魅力を体感してもらうことを入り
口にして当市への人の流れをつくり、将来のＵＩターンに
繋げる関係人口の増加を図る。さらに当市への来訪を促す
ための取り組みを市民自らが展開することで街への想いを
高めて転出を抑制し、人口と地域経済を維持し、市民誰も
が希望をもって安心・安全に暮らせるまちづくりを目指
す。

地方創生推進交付金

計画本文

妙高山麓トレイルランニングプロ
妙高市の全域
ジェクト

妙高市が有する観光資源の活用及び時代のニーズを捉えた
新たな誘客を図るため、信越五岳トレイルランニングコー
スにおいて利用しているコースについて通年（グリーン
シーズン）の活用を行うことで、さらなる交流人口の拡大
と地域経済の活性化を図る。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

歴史と文化が薫り 自然と人が共
佐渡市の全域
生できる美しい島づくり

本市の総合戦略の基本コンセプトでもある「歴史と文化
が薫り 自然と人が共生できる美しい島」を活かす、観光
導線を意識した整備を実施する。3つのプログラム（文化遺
産登録、日本ジオパーク、世界農業遺産）を活かす「人を
地方創生推進交付金
呼び込む資源」の仕組みを再構築する。また、佐渡ジオ
パーク拠点施設整備を行い、佐渡金銀山ガイダンス施設、
島内博物館・資料館とする観光導線を整備し、魅力を感じ
るモデルコースを設置する。

計画本文

新たな観光資源開拓×佐渡版ＤＭ
Ｏ 戦略的観光地域づくりプロ
佐渡市の全域
ジェクト

佐渡版DMOを核とし、単に観光振興を目的とするものでは
なく、地域の資源を活かし、地域と協働し観光地域づくり
体制を整備を行い、「滞在時間の延長=顧客消費額の増大」
となる仕組みを島民一丸となり進める。さらには、外国人 地方創生推進交付金
誘客に対する取り組みを強化し、欧州からのFIT誘客に力を
入れるとともに、台湾、タイ等をターゲットとするプログ
ラムを開発する。

計画本文

佐渡戦略産品ブランド化プロジェ
佐渡市の全域
クト

本市において戦略産品である米・柿を活かし、品質の向
上、高品質としての付加価値及びブランド化を図り生産拡
大し、国内の需要を確保しつつ、新たに海外輸出も視野に
入れた販路拡大を進める。商品としてのブランド化を図
り、更なる農家所得向上と佐渡の農業の魅力について発信
し、米の消費ニーズの拡大と、労働力確保につなげる事業
を実施。

計画本文

地方創生推進交付金

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

303 新潟県

304 富山県

305 富山県

306 富山県

307 富山県

308 富山県

309 富山県

310 富山県

311 富山県

312 富山県

313 富山県

314 富山県

新潟県南魚沼郡湯沢町

富山県

富山県

富山県

富山県

富山県

富山県

富山県

富山県、富山市、高岡市、魚津市、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上
市町及び立山町、下新川郡入善町及び朝日町

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下新川郡入善町及
び朝日町

富山市

氷見市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

当町は、全国でも有数の豪雪地帯にある中、子育て世代
が子どもを安心して遊ばせることのできる屋内型の施設が
ないことが、特に冬期間（11月～4月）において、母子が家
～安心して子育てできる「雪国」
にこもりがちとなり子育てが孤立するなど、子育てへの不
湯沢町～ 屋内児童遊園「雪ん子 新潟県南魚沼郡湯沢町の全域
地方創生拠点整備交付金
安要素となっている。また、このことが安定した定住・移
（仮称）」整備計画
住の確保を妨げる要因にも繋がっている。このため、既存
施設の遊休スペースを屋内児童遊園に模様替えし、安心し
て子育てできる「雪国」湯沢町を目指すもの。

計画本文

計画本文

若者が輝く建設業魅力発掘・ＰＲ
富山県の全域
計画

地域における建設業の担い手、特に若年入職者の確保・育
成が喫緊の課題となっているため、県内の高校生を対象
に、普段は入ることのできない土木構造物等を見学するイ
ンフラツアーの開催や、同ツアーの体験レポート等を高校
生向けフリーペーパーや保護者向けＷＥＢサイトへの掲載
など、若年層の担い手確保に向けて、建設業の社会的意義
ややりがい、魅力等について幅広く発信し、将来の職業選
択の参考にしてもらう機会を提供する。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

移住・ＵＩＪターン・就職は
『やっぱり富山』大作戦２

富山県の全域

首都圏等の移住希望者への仕事と暮らしの一元的かつき
め細やかな相談対応や体験機会の創出、官民が連携したＵ
ＩＪターンの推進、地域住民と一体となった県内での受入
体制整備を促進する。本県への移住者の大半を占める20～
30歳代の若い世代や富山の魅力を知る本県出身者等の移
住・ＵＩＪターン支援を強化する。
・「くらしたい国、富山」の魅力発信・相談体制充実
・北陸新幹線を活かした移住体験機会等の拡大・戦略的な
情報発信
・意欲ある地域住民による移住者受入促進
・官民連携による若者や女性等のUIJターン推進

地方創生推進交付金

計画本文

富山県「総活躍」×「地域ぐるみ
働き方改革」×「労働生産性向
富山県の全域
上」加速化事業

女性の視点を活かした起業・商品開発の支援、障害者の就
職に向け理解促進から職場定着までのトータルサポートな
ど多様な人材の活躍を推進するとともに、企業子宝率の調
査・活用による仕事と子育てを両立しやすい職場環境づく
りの促進など地域ぐるみの働き方改革を推進する。また、
訪問看護ステーションにおけるＩＣＴ活用、ロボット介護
機器導入による業務改善などの労働生産性の向上や、若
者・女性・シニアが実施する新規性・独自性のある事業等
への助成など地域産業の担い手の確保に取り組む。

地方創生推進交付金

計画本文

女性未就業者等活躍促進事業

富山県の全域

「富山県人材活躍推進センター」の下に「女性就業支援セ
ンター」を設置し、女性の就業に関する相談をワンストッ
プで受け付けるとともに、企業や未就業者に対して、雇用
につながる業務の切り出し、新規就業の促進等を能動的に
働きかける。また、子育て中のママの支援を行う民間団体
のネットワークを活用し、企業との座談会やママを講師と
した就業支援講座を開催する。

地方創生推進交付金

計画本文

県内における環境・社会工学分野
の人材育成・供給及び産学官連携 富山県の全域
のための拠点整備計画

富山県立大学において、環境・社会基盤工学科の重点的
な取組みである環境分野と社会基盤系の連携強化を図るた
め、狭隘となっている環境工学実験棟の移転改築に合わせ
て、下水処理技術の革新を推し進めるため、環境・社会工
学（資源循環）分野の産学官連携拠点施設を合築整備す
る。
産学官連携により下水処理技術の研究開発を行い、行政
コスト削減の実現や企業の技術力の向上を支援することに
より、社会インフラの持続可能性の向上に貢献するととも
に、民間事業者の育成など環境分野の発展を図り、地域創
生の推進に寄与していく。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

富岩水上ライン新艇就航と合わせ
富山県の全域
た新たな待合所整備計画

富岩水上ラインは、富岩運河環水公園から、国指定重要文
化財中島閘門、北前船で栄えた港町岩瀬を結ぶ運河クルー
ズであり、富山県の代表的な観光資源として全国的に広く
定着している。今後も乗船需要が高まることが見込まれる
ため、平成30年度に地方創生推進交付金により新艇を建造
し運航体制の強化を図っているところであり、さらに、地
方創生拠点整備交付金により、景観に調和した待合所を新
たに整備し、利用者の利便性や快適性を向上させること
で、乗船者の増加を促進し、富岩運河環水公園の観光拠点
としての機能強化が図られる。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

富山県農林水産総合技術センター
食品研究所発酵食品開発ラボ(仮 富山県の全域
称)整備計画

富山県農林水産総合技術センター食品研究所に、酒造業
等発酵食品製造業者の製品開発、新技術の導入支援に必要
な試作加工設備、分析・評価機器を備えた発酵食品開発ラ
ボ(仮称)を整備する。
本事業で整備する施設と設備を利用することにより、日
本酒等の県内発酵食品製造業者の品質向上を促進させ、ま
た新製品を開発することで商品力や販売力を向上し、売り
上げがアップすることにより県内発酵食品製造業の振興が
図られる。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

「みらい」へつなぐ持続可能な富
山型グローカル交通ネットワーク 富山県の全域
形成事業

空港、新幹線、地域鉄道・軌道、バスなどの本県の多彩な
交通機関を活かし、利用目的に応じた利便性の高い地域交
通ネットワークを形成し、県民等の利用促進、観光客など
の円滑な移動、持続可能で多様な地域交通サービスを実現
することで、使いやすく、わかりやすい、持続可能な公共
交通を目指し、効率性・採算性等にも考慮した利便性の向
上等の取組みを実施する。

地方創生推進交付金

計画本文

富山で暮らそう！移住支援事業

●移住支援・マッチング支援事業
東京圏から本県へのさらなる移住促進、対象となる中
小・中堅企業への就業を促進し、本県から首都圏への人口
流出に歯止めをかけ、産業競争力の強化や地域の活力、魅
力向上を加速させる。
●起業支援事業
東京圏からの移住者を対象に、地域課題に対して「社会
性」「事業性」「必要性」の観点をもって取り組む事業計
画を募集し、当該事業に要する経費の一部を助成すること
で、多様な価値観に基づく創業を支援し、移住の促進と起
業家人材の裾野拡大や県内経済の活性化（開業数の増加）
を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

ＳＤＧｓの実現に向けた、コンパ
クトシティ戦略による付加価値創 富山市の全域
造都市形成事業

富山市型コンパクトシティ戦略を機軸としながら、SDGsの
取り組みを推進することで、これまで進めてきたLRTネット
ワークをはじめとする公共交通の活性化施策に加え、再生
可能エネルギー等の地域資源の地産地消を達成する自立分
地方創生推進交付金
散型エネルギーインフラのネットワークを組み合わせるこ
とにより、公共交通を軸としたコンパクトなまちづくりを
一層深化させ、技術・社会イノベーションを創出し、持続
可能な付加価値の創造を目指す。

計画本文

氷見の物語を伝える農山漁村の地
域資源を活用した滞在型観光推進 氷見市の全域
計画

豊かな里海と里山に囲まれた氷見市の農山漁村の価値を再
構築し、広域観光・インバウンドを視野に入れた滞在型観
光を展開し、発信していくことで、農山漁村における雇用
の創出、交流人口の増加を通じた地域活性化を図り、「地
域間競争の中で、目的地として選ばれる観光都市」及び
「市民が地域に誇りを持ち、地域経済効果を実感できる観
光都市」を目指す。

計画本文

富山県の全域

地方創生推進交付金

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

315 富山県

316 富山県

317 富山県

318 富山県

319 富山県

320 富山県

321 富山県

322 石川県

323 石川県

324 石川県

325 石川県

326 石川県

327 石川県

氷見市

氷見市

氷見市

小矢部市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

農業を核とした産学官連携による
氷見市の全域
地域再生計画

氷見市と名城大学農学部が締結した連携等協定を基礎とし
て設立した氷見市・名城大学農学部連携協議会が、産学官
の連携による新たな産業づくりや農業を担っていく人材の
育成等に取り組むこととで、氷見らしい農業を創りあげ、
そこから商工業や観光等との相乗効果を生み出してそれら
を稼げる産業へと発展させ、市内各地域の仕組みや運営、
用排水路などの社会資本の整備、獅子舞などの文化芸能な
ど、様々な分野において、農業が地域の基盤として根ざし
てきた歴史のある本市の活力、持続可能な地域づくりにつ
なげる。

地方創生推進交付金

計画本文

まちなか活性化事業

中心市街地への観光客流入と中心市街地活性化と賑わい創
出を目指すため、エリアマネージャーを設置する。事業基
盤づくりのためのエリア内の既存ストック（空き店舗、潜
在的創業者やリーダー）を調査して戦略立案を行い、市民
が自立的、持続的なまちづくり活動を育てるための地域経
済活性化や魅力的な地域の形成などのエリア価値を高める
ための事業を行う。また、既存事業者の魅力向上や創業支
援のためのビジネスアドバイザーを設置し、ビジネスに関
する事に支援し基幹事業と新たな産業を創出し、さらなる
魅力アップを図る。

地方創生推進交付金

計画本文

氷見市の全域

ひみ自然体験・こども「遊」発型
氷見市の全域
働き方改革推進拠点整備計画

テレワーク導入支援やリカレント研修のための施設と、子
どもの遊び場が共存する環境を整備する。これにより、子
育て世代が日々の子育てを楽しみながら仕事の充実につな
がるスキルアップが図れる場を創出し、女性の就業・創業
を促進するとともに、地域における企業の魅力向上、特に
地方創生拠点整備交付金
農林水産業6次産業化に向けた人材育成を戦略的に推進する
ことで、働き方改革の推進と産業振興を目指す。また交流
人口の拡大や着地型観光の推進を図るなど地方創生に向け
て多方面に、継続的した効果を発揮する拠点となることを
目指す。

計画本文

おやべで暮らそう！シティプロ
モーション事業計画

小矢部市の全域

学生等に市内企業の情報を知ってもらうことや若年層のう
ちから自分たちのまちに愛着をもってもらえるよう市民
（市内）向けシティプロモーションを展開し、「ふるさと
小矢部」への愛着心の高揚を図り、女性や若者の転出抑制
やＵターンの促進につなげる。また、市外の若い世代や子
育て世代をターゲットとして本市の魅力を伝えられるよ
う、市外へ効果的・効率的なシティプロモーションを展開
し、本市への新たな人の流れの創出につなげる。本市の魅
力をＳＮＳ等を活用して、「ふるさと通信」の発信を行
い、関係人口の創出を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

射水市の全域

北陸新幹線新高岡駅から新湊地区、そしてあいの風とやま
鉄道小杉駅を結ぶ周遊バスを運行し、交流人口の拡大によ
るにぎわいの創出を図る。また、新湊地区にある複数の観
光地と既存商店街とを結ぶ移動手段として、電動カートの
導入を図り、観光客の利便性向上や高齢者の買い物の足と
することで、商店街の復興と活性化を図る。電動カートに
ついては、富山県立大学と連携し、独自のカート仕様の実
現を目指す。加えて、小杉駅に観光拠点施設等を整備し、
新湊地区への誘導を図るとともに、商店街への人の流れを
創出し、地域の活性化を図る。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

射水市

高齢者と観光客が融合するまち
「射水」創造事業

富山県中新川郡立山町

立山町がこれまで行ってきた中山間地域とまちなかへの施
策の成果と課題を見出し、成果に注目することで課題を解
「立山ブランド」ステップアップ
決していく。さらに、民間事業者による大規模プロジェク
富山県中新川郡立山町の全域
事業
トの進行も立山町観光協会等が中心となって町の活性化と
してうまく融合させ、人と経済の循環を生み出し、やがて
町全体へと波及させるものである。

地方創生推進交付金

計画本文

富山県中新川郡立山町

立山町の中心にある商店街の活性化とまちなかエリアの賑
わい創出のため、自治体ポイントを活用する。地域貢献活
動等によって付与される自治体ポイントを商店街独自のポ
イントである「たてポ（仮称）」に変換し、買い物などに
自治体ポイントを活用した商店街
使える体制を整える。「地域通貨振興加盟店協会（仮
富山県中新川郡立山町の全域
活性化計画
称）」を設立し、円滑なポイント制度の管理運営に努める
ほか、ポイントシステムを活用して消費活動のデータ化を
行い、経営アドバイスを行う。また、運転免許を持たない
高齢者等へのタクシー料金の補助を行い、多くの人が訪れ
続けるまちなかエリアをつくる。

地方創生推進交付金

計画本文

女性・高齢者潜在人材掘り起こし
石川県の全域
事業計画

「いしかわ創生総合戦略」において、就業者の増加と女
性・高齢者の就業促進を通じた誰もがいきいきと活躍でき
る地域社会の実現を目指しており、これまで、産学官が一
体となって、女性・高齢者の就業支援に向けて、主に、求
職と求人の間のミスマッチ解消支援を実施してきた。今後
は、さらなる掘り起こしに向け、「就業を希望している
が、求職活動をしていない層」（潜在人材）に対するアプ
ローチも実施し、就業に繋げていくことで、潜在人材の掘
り起こしから、企業の職場環境改善支援、マッチング支援
までを一体的・包括的に実施していく。

地方創生推進交付金

計画本文

「いしかわ園芸農作物」の優良種
石川県の全域
苗供給拠点整備計画

新品種を開発・供給する農業生産革命の拠点施設として
機能している農業試験場において、園芸農作物の優良種苗
供給施設を拡充・整備することにより、「エアリーフロー
ラ」の高品質なウイルスフリー球根の供給体制を構築し、
ウイルスに弱い品種(色)の生産力を底上げすることで、豊
富なカラーバリエーション・生産ロットを強みにさらなる
販路拡大とブランド力の向上を図るとともに、水稲農家に
「エアリーフローラ」の生産（複合経営）を推進し、収益
性の高い儲かる農業の実現につなげる。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

水産業の収益性向上及び地域ブラ
ンドを核とするまち活性化に向け 石川県の全域
た拠点整備計画

増強した種苗生産施設で増産したアワビ・サザエの種苗
放流により、同資源の増大と漁獲量の増加を実現し、国の
重要無形民俗文化財に指定された輪島の海女漁をはじめと
する磯根漁業の収益性向上につなげる。世界農業遺産「能
登の里山里海」の構成資産でもある輪島の海女漁による
地方創生拠点整備交付金
「海女採りブランド」の更なる魅力発信により、 新商品の
開発及び加工場での雇用拡大、海女採り産品を活用した誘
客促進、海女サミットの開催等を契機とする文化的価値の
醸成や交流人口の拡大等、地域ブランドを核とするまちの
活性化を目指す。

計画本文

木場潟魅力向上推進計画

石川県の全域

東京オリンピック・パラリンピックや2022年度の新幹線敦
賀延伸は、木場潟公園のさらなる魅力向上と交流人口の拡
大、木場潟カヌー競技場の利用者増加を図る絶好の機会で
ある。県民からもカヌーの聖地である木場潟でカヌーに接
する機会の創設が望まれており、公園の更なる賑わいに期
待が寄せられていることから、県・小松市のカヌー協会及
び日本カヌー連盟とも協力のうえ、観光客や子どもも楽し
むことができるカヌー体験イベントを実施する。あわせ
て、イベント開催に必要な環境整備を行う。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

農業食品産業研究支援・人材育成
石川県の全域
拠点整備計画（バイオ・里山）

能登地域をはじめ、石川県では土地が急峻、狭あいである
ことや、小規模事業者が多いことなどから、農業分野の生
産性は低い。競争力を強化するには、生産品の高付加価値
化など生産性向上に有効な、バイオ技術の活用や自然エネ
ルギーの導入に関する研究、開発等を行うことが必要であ
り、企業や農業生産者が求める技術開発の支援や、過疎地
域でも活用が可能な自然エネルギーに係る実用技術の提供
等を行うほか、求められる知識、技術を身につけた人材輩
出による支援を石川県立大学が主体となって行う。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

石川移住・起業支援金助成事業計
石川県の全域
画

「いしかわ創生総合戦略」において、「転出入者の均衡(±
0人)」等を数値目標として掲げ、移住・学生Uターンの促進
や産業人材の総合的な確保・育成等に取り組み、県内企業
が求める人材の確保と、本県への移住促進により首都圏か
ら石川への人の流れをつくり、地域活力の維持・向上を目
地方創生推進交付金
指しており、本事業では、①人手不足分野や基幹産業・成
長産業等における人材確保の観点から、これらの分野への
移住・就職を進める、②地域の課題解決に資する社会的事
業分野での起業を後押しするため、起業支援金の支給、伴
走支援を実施する。

石川県

石川県

石川県

石川県

石川県

石川県、金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀
市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市及び野々市市並び
に石川県能美郡川北町、河北郡津幡町及び内灘町、羽咋郡
志賀町及び宝達志水町、鹿島郡中能登町並びに鳳珠郡穴水
町及び能登町

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

328 石川県

329 石川県

330 石川県

331 石川県

332 石川県

333 石川県

334 石川県

335 福井県

336 福井県

337 福井県

338 福井県

339 福井県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

北陸新幹線延伸開業に向けた先導
石川県の全域
的プロジェクト推進事業

北陸新幹線の金沢開業から４年目を迎えた今も、国内外か
ら多くの観光客が訪れるなど、開業効果が持続しており、
２０２３年春には本県にとって「第二の開業」となる金沢
‐敦賀間の開業が予定されている。その開業効果を最大限
に引き出し、県内全域に波及させるため、金沢開業時と同
様に「おもてなしの向上」「食文化の魅力向上」「歴史・
景観を活かした地域づくり」の３つのテーマに基づき、地
域の特性を活かした経済活動を促進し、本県への観光入込
客数を増加し、県内各地域の活性化を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

産学官の創造力・文化力・知力を
融合した第４次産業革命における 金沢市の全域
新産業創出事業

「金沢市新産業創出ビジョン」を基に、地場企業・起業家
が交流できる機能をもつ「価値創造拠点」にて形成される
ネットワークを活かした新産業の創出や起業者の増加を図
り稼ぐ力を向上させるとともに、中小企業等へのＲＰＡ等
最先端技術の導入による働き方改革を促進するほか、ＡＩ
等技術の社会実装により住みやすいまちづくりを推進す
る。さらには、プログラミング教育を推進し、次世代を担
う未来のトップクリエイターを育成することで、持続的な
産業の発展と地域経済の活性化を図り、「チャンスのある
まち金沢」の実現をめざす。

地方創生推進交付金

計画本文

魅力ある地域資源を活かした観光
七尾市の全域
拠点整備事業

年間約100万人以上が訪れる和倉温泉の中心に位置する和倉
温泉観光会館を和倉温泉お祭り会館（仮称）に改修し、七
尾が誇る４大祭りを活用した施設として整備することで、
七尾全域に広がる多様な祭りを感じてもらい、祭りを通し
た交流の核となる施設を整備する。この施設を（一社）な
地方創生拠点整備交付金
なお・なかのとDMOが指定管理者となり、この施設を中心と
した七尾市と中能登町、さらには能登周遊の観光ルートを
構築することで、さらなる交流人口の拡大を図り、観光以
外の幅広い産業分野にその効果を波及させ、地域の「稼ぐ
力」を引き出す。

計画本文

白山市

白山ブランドの活用による「地域
の稼ぐ力」を引き出す観光地域づ 白山市の全域
くり事業

観光資源を白山ブランドとして活用し、地域の価値向上に
より、稼ぐ力を引き出すことにつながるよう観光誘客の推
進に取り組む。着地型旅行商品の造成、販売促進及び情報
発信による誘客を進め、地域内での消費を促す仕組みを作
る。また三大都市圏をターゲットとし、移住定住支援など
地方創生推進交付金
を含む白山市の魅力をまるごと発信するプロモーション事
業を展開し、認知度向上、観光・交流人口の増加を図る。
さらに観光地域づくりには多様な関係者が連携した取り組
みが必要であることから、日本版DMOの基盤づくりを促し、
観光産業の自立化を目指す。

計画本文

白山市

過疎化・高齢化が進む市内の山間部から発信される、大学
や企業等との共創による地域資源を活かした魅力的な生涯
学習エリアを構築し、教育先端都市として教育産業・環境
の充実を図る。
白山市ＳＤＧｓ未来都市計画推進 白山市の区域の一部（白山ろ また、今後の５Ｇ・ＩＣＴ等情報通信技術の更なる発展を
事業
く地域）
見据え、データの利活用に精通した人材の育成を推進し、
企業等がこれらの情報技術やデータ活用スキルを身に付け
た人材を活用しつつ、社会課題解決に向けた実証実験がし
やすい場「白山ソサエティ」を山間部で構築し、進出また
は参画する企業の誘致を進める。

石川県、小松市及び能美市

金沢市

七尾市

地方創生推進交付金

セミナールーム、コワーキングスペース、レンタルオフィ
スなどを備えた、町の産業の拠点となる（仮称）内灘町産
業支援センターを整備する。起業・創業への支援や、クラ
ウドソーシングなど多様な働く場所を創出することによ
り、若者や子育て世代の女性や高齢者など町民の所得の向
上と、安心して住み続けていけるまちづくり、さらに町内 地方創生拠点整備交付金
での定住を目指す。
町商工会と連携し、町内中小企業・小規模事業者に対す
る各種研修や雇用・事業継承などの相談や、起業・創業の
支援を充実させることにより、町内産業の活性化を目指
す。

計画本文

石川県河北郡内灘町

内灘町産業育成支援整備プロジェ
石川県河北郡内灘町の全域
クト

石川県鹿島郡中能登町

繊維産業の未来を考える交流の場「テクシる」が主体とな
り、各種団体や地元金融機関が連携し、伝統織物「能登上
布」やどぶろく特区を活かしたご当地ブランドを柱とし、
織物デザインセンターのデザインサンプルや転写インク
繊維産業活性化プロジェクト推進
ジェットプリンタ等で制作したサンプルと繊維技術や機能
石川県鹿島郡中能登町の全域
事業
性を活用し、ブランドＰＲ、商品開発、技術継承等が事業
展開できる企画提案型地域商社を目指す。また、能登上布
ブランドのニーズ調査を行い、富裕層やインバウンドを
ターゲットとした商品開発を行い、ふるさと納税や実地研
修生等を通じて世界に販路拡大する。

地方創生推進交付金

計画本文

ふくいの地域資源活用観光誘客計
福井県の全域
画

本県には、恐竜、自然、歴史・文化、食など独自の地域資
源が多数ある。ダントツブランドである「恐竜」は、国内
随一の化石発掘地や発掘された化石が天然記念物に指定さ
れている。また、本県の水月湖の年縞は年代測定の「世界
標準ものさし」に採用され、世界的にも貴重な地域資源で
ある。北陸新幹線の開業や中部縦貫自動車道の県内全線開
通が迫るなか、地域資源の磨きあげおよびまちのにぎわい
づくりを進めるとともに、これらを全国に発信するプロ
モーションを展開することにより、「開通効果」を高め、
交流人口の拡大につなげる。

地方創生推進交付金

計画本文

ふくいＵ・Ｉターン移住就職等推
福井県の全域
進計画

・移住に係る初期費用の支援
就業、起業に係る移住支援金を支給し、移住に係る経済負
担を軽減することで、東京圏からのＵ・Ｉターンを促進
・就職に係るポータルマッチングサイトの改修
既存サイトの統合・改修を行い、県内求人情報提供を支援
する。また、魅力的な情報発信を行う等、利用者と企業の
マッチング機能を強化
・創業支援事業
社会的分野の創業支援、事業計画の策定支援や販路拡大等
の伴走支援を行うとともに、「移住創業支援金」を支給
し、東京圏からのＵ・Ｉターン者のスキルを活かした創業
を支援

地方創生推進交付金

計画本文

「新ふるさと県民」の地域貢献促
福井県の全域
進事業

都市圏に在住する企業人材等を地域活性化の新たな担い手
として誘致し、福井と都市圏を行き来しながら市町が実施
する地域課題解決型のローカルプロジェクトに参加する仕
組みを県内全市町に展開していくことにより、人口減少社
会においても幸福度日本一の地域活力の維持をめざす

地方創生推進交付金

計画本文

ふくいブランドと越前海岸の魅力
による稼ぐ農業・漁業実現プロ
福井市の全域
ジェクト

担い手の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など、本
市農業、漁業が抱える構造的な問題を解決し、「稼げる農
林水産業」の実現に向けた体制整備に取り組む。 具体的
には、福井ブランドの構築、今後を見据えたスマートアグ
リ・漁業の普及、栽培技術の向上、担い手の確保と育成を
一体的に進めていく。また、「地域商社」を設立し、本市
特産品の販路開拓に加え、本市の食、景観、文化、歴史な
どの地域資源を活用した観光産業の磨き上げを図り、市外
から人を呼び込み、本市の稼ぐ力を向上させ、地域経済の
好循環につなげていく。

地方創生推進交付金

計画本文

食と自然が人をつなぐ「御食国若
小浜市の全域
狭おばま」地域創生プロジェクト

拡大する交流人口、観光消費を地域内経済に波及するた
め、農林水産物の生産から加工・販売、飲食の提供などの
食関連産業において、継続的かつ高品質なサービスの提供
体制を整備するとともに、地元産品の消費拡大の仕組みを
構築し、市内生産者の収益向上、後継者確保等の農林水産
業振興につなげるとともに、人材育成と移住・創業支援を
組合せた制度を構築。
また、本市の「食」と観光資源との連携によるコト観光の
拡大と東京からの情報発信による訴求力強化に取組み、交
流人口ならびに定住人口の獲得による地域活性化を目指
す。

地方創生推進交付金

計画本文

福井県

福井県、福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江
市、あわら市、越前市及び坂井市並びに福井県吉田郡永平
寺町、南条郡南越前町、丹生郡越前町、三方郡美浜町並び
に大飯郡高浜町

福井県及び鯖江市並びに福井県三方上中郡若狭町

福井市

小浜市

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

鯖養殖の知見を活用し、養殖地の住民等の出資による養殖
新会社を主体とする協議会を設立し、多品種の増養殖事業
のほか、魚介類の加工販売、販路開拓を支援するなど、民
間主体による養殖事業の拡大、継続を目指す。また、急速
冷凍設備を有する市水産物加工施設を活用し、一次加工品
の生産、出荷までの一貫体制を構築するとともに、商圏拡
大に向け、官民連携による地域ブランドの形成による魚価
の安定化、収益の向上を目指し、衰退が進む水産業の活性
化、また参画する漁村集落の活性化につながる「未来漁
業」の実現を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

340 福井県

小浜市

「御食国若狭おばま」未来漁業推
小浜市の全域
進プロジェクト

341 福井県

坂井市

丸岡バスターミナル再整備を核と
坂井市の全域
した周辺観光地等活性化計画

賑わい交流施設の整備による観光客に対する魅力向上及び
衰退する中心市街地の賑わい創出

地方創生拠点整備交付金

計画本文

坂井市

農産物の情報発信ターミナル「い
ねす」再整備による地域活性化計 坂井市の全域
画

道の駅「いねす」のリニューアル整備により、直売所機能
を拡充することで、旧坂井町の農業生産物のみの販売場所
から、市全域の農業生産物はもちろんのこと加工品やお土
産品などオール坂井市としての商業活動の拠点とします。
また、ホールや体験施設の再整備においては、これまで他
の各施設で開催していた文化祭や夏祭り等の様々な市民活
動をこの拠点に集中するとともに、指定管理者の自主事業
の充実を促すことにより、年間絶え間ない市民主役のイベ
ントの開催が可能になることで、このエリアの商業的効果
をさらに押し上げます。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

福井県吉田郡永平寺町

本計画では、永平寺町の伝統文化、精神文化を基調として
大本山永平寺という禅の修業道場がある永平寺町での体験
型観光という高付加価値を創造すること、さらにそれぞれ
ここだからできる。禅文化と地域
の体験型観光を相互に結びつけることで周遊観光の可能性
資源を活用した交流拡大プロジェ 福井県吉田郡永平寺町の全域
を高め滞在時間を延長し、観光消費額を増加させます。か
クト
つ、日本の伝統文化、精神文化をテーマとして特徴付け
し、全世界に情報発信を行って国内外観光客数の増加に結
び付けます。

地方創生推進交付金

計画本文

地方創生拠点整備交付金

計画本文

山梨県の全域

人口減少、少子高齢化に伴い国内市場が縮小に転じ、経済
活動がグローバル化する中で、県内中小企業の関心が高く
成長が見込まれる東南アジアをはじめとした海外市場にお
いて、農産物・地場産品・観光の一体的なプロモーション
により、「やまなしブランド」の認知度向上を図るととも
に、販路開拓・拡大の取組を戦略的に推進し、本県産業の
振興と持続的な発展につなげ雇用の増加を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

新「やまなしブランド」確立推進
山梨県の全域
事業

各県産品・地域資源の付加価値と認知度を更に高め、育ち
つつある県産品・地域資源を加えて多種多様な新たな「や
まなしブランド」として確立し、一体的・連携的な取組を
進めていくことで、各産業の収益性を高め、持続性の高い
揺るぎない経営力を確立し、地域間競争を勝ち抜き地方創
生の実現を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

「日本一健やかに子どもを育む山
山梨県の全域
梨」移住促進強化事業

「日本一健やかに子どもを育む山梨」として充実した子育
て環境にさらに磨きをかけ、立地条件・豊かな自然環境な
どとともに本県の大きな優位性・魅力として効果的に情報
発信することで、若い子育て世代の移住促進を進め、地方
創生の実現と人口減少の克服を目指す。（子育て環境の充
実は移住希望者だけでなく県内在住者にとっても大きな魅
力であり、出生率の向上等自然増にもつながる相乗効果も
期待できる。）

地方創生推進交付金

計画本文

342 福井県

343 福井県

344 福井県

345 山梨県

346 山梨県

福井県三方郡美浜町及び三方上中郡若狭町

山梨県

山梨県

名勝「三方五湖」周辺の地域特有の資源であるレインボー
ラインを観光交流の拠点とするため、絶景を活かした、
「天空」のイメージの施設整備を行うことにより、付加価
三方五湖に浮かぶ天空テラス整備
福井県三方郡美浜町及び三方 値化を進め、新規誘客を図る。
計画～自然・人・文化をつなぐ天
上中郡若狭町の全域
周辺施設との連携を図り、地域資源を結び付けて取り組む
空の架け橋～
ことにより、周遊・滞在観光を活性化し、まちの賑わいと
交流人口の増加、消費拡大と定住人口の増加を目指す。

戦略的海外展開加速化事業

347 山梨県

山梨県

348 山梨県

山梨県、甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、
韮崎市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市及び甲州市並
びに山梨県西八代郡市川三郷町、南巨摩郡早川町、身延
町、南部町及び富士川町、南都留郡道志村、西桂町、忍野
村、山中湖村、鳴沢村及び富士河口湖町並びに北都留郡丹
波山村

地方創生・移住支援金交付事業、
山梨県の全域
地域課題解決型起業支援事業

・「山梨県まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる基
本目標である、「①地域に根ざした新しい雇用を創生」、
「②明日の山梨を担う人材を創生」、「③人の流れをつく
り地域経済を創生」、「④生み・育むことにやさしい環境
を創生」、「⑤将来にわたり活力あふれる地域を創生」が
実現される将来を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

山梨県南都留郡西桂町

「地域を興す活力のあるまちづくり」として、圏域の特性
を生かした基幹産業である織物業、「水」業の発展や、地
域資源を活用した個性豊かな魅力ある地域産業の実現、起
地域資源である富士の地下水を活
業の促進するため、町の資源である地下水を利用し、優れ
用した閉鎖的陸上養殖事業による 山梨県南都留郡西桂町の全域 た技術を有する地元のミネラルウォ－タ－製造企業と国内
新産業創出支援事業
養殖設備製造企業等がコラボレーションし、安全・安心で
安定供給を実現させる閉鎖循環式陸上養殖を事業化し新た
な地域ブランドを創生し、雇用、特産品の創出、観光資源
として活用を図り交流人口を増加させる。

地方創生推進交付金

計画本文

山梨県南都留郡山中湖村

山中湖村全域を区域とした地域ＤＭＯを設定することで、
地域に根差した「観光地域づくり」を推進し、ＤＭＯを中
山中湖村版ＤМОを核とした地域 山梨県南都留郡山中湖村の全 心とした、地域内・外の事業者が連携した地域一体の観光
ブランドづくり推進事業
域
地域づくりのため、戦略に基づく体験型プログラムづくり
や旅行商品の開発、一元的な情報発信、プロモーションの
展開を図り、地域の「稼ぐ力」を創出する。

地方創生推進交付金

計画本文

山梨県北都留郡丹波山村

据え付けが用意なテントサウナを利用しイベントを開催す
サウナ×災害対策 地方自治体向
ることで交流人口を増やす他、イベント拠点となるコミュ
け災害時連携コミュニティーシス 山梨県北都留郡丹波山村の全 ニティースペースに飲食機能、民泊機能を設け雇用を創造
テムの確立と地域コミュニティー 域
する。またテントサウナを災害時の入浴施設として活用す
活性化事業
る提案を自治体向けに進め、自治体間協力体制をくみ、災
害時の連携が取れる自治体の創造を目指す事業です。

地方創生推進交付金

計画本文

山梨県北都留郡丹波山村

本村は関東で一番人口の少ない村と掲げ、全国を７ブロッ
クに分け、同じくその地区で人口の少ない村が連携し「小
さな村ｇ７サミット」なる試みに挑んできた。こうした小
さな村であることを逆手に情報発信する試みは、メディア
丹波山村をはじめとする7つの小さ 山梨県北都留郡丹波山村の全
を通じ都市部の関心を集め、交流していく中で、小さな村
な村の首都圏拠点事業
域
が課題を抱えている一方で、都市部でも違った形の課題を
抱えており、その課題を小さな村と協働で解決できないか
というニーズがあった。小さな村は生き残るためと、都市
部の交流によってお互いの課題を解決していく。

地方創生推進交付金

計画本文

349 山梨県

350 山梨県

351 山梨県

352 山梨県

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

353 山梨県

354 山梨県

355 長野県

356 長野県

357 長野県

358 長野県

359 長野県

360 長野県

361 長野県

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要

村営つり場周辺は30年以上前から観光産業の目玉として
「丹波山村水源公園」と広く掲げ整備してきた。しかし、
温泉施設・道の駅の新設などに伴い、区域を広くしている
ため、同公園内でも、季節によって温泉は盛況でつり場は
川の 山梨県北都留郡丹波山村の全
閑散という状況である。現状では観光の核として温泉施
域
設・道の駅周辺整備に偏っているため、エリアのゾーニン
グ行い、村営つり場、そば処などの施設を「川の駅」事業
とし、道の駅から川の駅の流れをつくり施設の再生を図っ
ていく。

活用する支援措置

計画本文

山梨県北都留郡丹波山村

丹波山村水源公園再生計画
駅ゾーニングプロジェクト

地方創生拠点整備交付金

計画本文

山梨県北都留郡丹波山村

移住希望者として比率の高い単身者をターゲットにした単
身者向けの集合住宅「移住促進住宅」を建設し、移住を希
望する単身者を複数受け入れることができる「移住推進住
単身者向け移住促進住宅の建設に 山梨県北都留郡丹波山村の全 宅」を建設し、最長3年という期間をもうけて移住者の受け
地方創生拠点整備交付金
よる空き家の有効活用活性化事業 域
入れを行う。また、同施設が空いている際は、空き部屋を
「体験住宅」として、体験居住ができるよう（最長6カ月）
開放し、丹波山村の生活を体験してもらえる施設としても
活用する。

計画本文

長野県

長野県

長野県

長野県

長野県

長野県

長野県

362 長野県

長野県

363 長野県

長野県、長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪
市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町
市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市及
び安曇野市並びに長野県南佐久郡小海町、南牧村、南相木
村及び佐久穂町、北佐久郡立科町、小県郡青木村、上伊那
郡箕輪町、南箕輪村、中川村及び宮田村、下伊那郡高森
町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、天龍村、
泰阜村、喬木村、豊丘村及び大鹿村、木曽郡南木曽町、木
祖村及び木曽町、東筑摩郡麻績村、山形村、朝日村及び筑
北村、北安曇郡池田町及び松川村、埴科郡坂城町、上高井
郡小布施町及び高山村、下高井郡木島平村並びに上水内郡
小川村及び飯綱町

364 長野県

地域再生計画の名称

地域再生計画の概要

長野県並びに長野県下伊那郡阿智村及び下高井郡山ノ内町

オリンピックレガシーを活かした
世界水準の山岳リゾートＮＡＧＡ 長野県の全域
ＮＯ構築事業

全国的に訪日外国人が増加する中、2020年の東京オリン
ピック・パラリンピックなど、世界規模のスポーツ大会が
連続して開催されることは、オリンピック開催経験のある
長野県にとって外国人観光客を増加させる好機である。オ
リンピックレガシーであるＮＡＧＡＮＯブランドを活かし
た“世界水準の山岳高原リゾート”となるために、寄附活
用事業外で取組むコンテンツの充実及び情報発信とあわせ
て、外国人観光客がストレスなく目的地にたどり着ける環
境の整備を推進し、選ばれるデスティネーションとしての
長野県を実現する。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

高校生の海外留学を支援する信州
長野県の全域
つばさプロジェクト

生産年齢人口の減少が、地域経済の縮小と地域活力の低下
を招いている。その要因は、「若者の県外流出」と「Ｕ
ターン就職率が低い」であり、背景には、高校生が本県の
魅力などについて十分に理解しないまま卒業しているとい
う状況が考えられる。そのため、本県は、高校生の海外留
学を支援し、高校生が本県の魅力を再認識することができ
る仕組みを構築する。特に、留学経験者が情報発信に関わ
ることにより留学者率を高め、国際感覚と郷土への愛着や
誇りの両方をバランスよく備え、将来にわたり本県に貢献
しようとする人材を育成する。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

「働きたい」をかなえる柔軟な働
長野県の全域
き方普及促進計画

企業における柔軟な働き方の導入や、自営型テレワーカー
の育成、一人多役型の働き方、企業間の人材交流を促進す
ることにより、仕事、子育て、介護、地域活動などで多様
な役割を果たしながら自らの能力を発揮できる就業環境を
長野県に構築し、就業を促進する。

地方創生推進交付金

計画本文

地方創生に向けた産業・地域を支
長野県の全域
える担い手づくり推進計画

義務教育の段階から地域のものづくり産業の技術に接する
機会を提供したり、企業等で学ぶ機会を提供し、大学等の
段階で地域の企業をより深く知ることができる場を提供す
るなど、ライフステージに応じて県内の産業を支える人材
育成施・確保施策を展開する。こういった施策を通じて、
「ひと」が魅力的な「しごと」・「まち」をつくり、その
魅力を求めてさらに「ひと」が集い、「しごと」・「ま
ち」の活力が増す好循環を実現する。

地方創生推進交付金

計画本文

ＩＣＴ等の先端技術とＳＤＧｓを
活用したクリエイティブな産業創 長野県の全域
造事業

第４次産業革命とも呼ばれる技術革新や経済・社会のグ
ローバル化が、働き方や暮らし方が大きく変わりつつあ
る。こうした変化や国のSociety5.0をめぐる動きを生産性
向上や新しいビジネス創出の好機として生かすことが、安
定的な雇用の確保、地域の活力向上、人口の定着を図る上
で不可欠である。そこで、製造業及び農業分野が持続的に
発展し、地域の活力を生み出すことで県民の生活を支える
「産業の生産性が高い県」を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

つながり人口の拡大と「プチ農
業」の普及による信州創生人材創 長野県の全域
出事業

移住せずとも首都圏に居を構えながらも、継続して地域
に関わり地域課題の解決を担うつながり人口を育成し、県
内市町村に展開・波及することで市町村・地域の賑わいや
活性化を図る。
本県とつながる入口としての「信州つながる場」の開催
を通じて、「信州つなぐラボ」や「プチ農業」への参加を
誘引し、本県とつながる人々の底辺拡大を図り、将来的な
移住・二地域居住の促進を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

スタートアップ支援事業計画

長野県の全域

時代や環境の変化に柔軟に対応する足腰の強い産業が持続
的に発展し、新たなビジネスの創出や起業が活発で、イノ
ベーティブな人材が県内産業をけん引している社会を目指
して、日本一創業しやすい県を推進する。
人、企業、情報、資金が集積・結合して新たなアイデアや
ビジネスが次々と生まれ育つ好循環（ベンチャー・エコシ
ステム）を構築するため、創業・起業のベース基地となる
拠点を形成するとともに、スタートアップ期の事業者支援
を強化し、ロールモデルとなる起業家を育成する伴走型の
支援を実施する。

地方創生推進交付金

計画本文

長野県女性・シニア就業応援計画 長野県の全域

本事業は、当県において目指す将来像を実現するため
に、以下の取組を一体的に実施していく。
・女性が子育てや介護をしながらでも能力を発揮して働く
ことができ、県内企業で特に担い手不足が顕著な介護等福
祉分野等の企業において必要な人材が確保できるよう、女
性の掘り起し、きめ細かな再就職支援、職場定着支援等を
ワンストップで包括的に実施
・高年齢者で職に就いていない者の掘り起こしのため、シ
ニアの学びの場である長野県シニア大学と連携し、県内２
か所で公開講座を開催。生きがい就業に向けた取り組みを
一体的に支援

地方創生推進交付金

計画本文

地方創生推進交付金

計画本文

地方創生推進交付金

計画本文

長野県ＵＩＪターン就業・創業移
長野県の全域
住支援計画

『信州型ユニバーサルツーリズ
ム』推進による稼ぐ観光地域づく 長野県の全域
り

県外からの移住就業者及び創業者に対し移住に要する経
費を助成することにより、東京圏に一極集中している人口
を県内に流入させ、県内人口減少に歯止めをかけ、社会増
加を促進する。
地域課題をビジネスの手法で解決するソーシャルイノ
ベーションによる創業を支援するため、起業に要する経費
を助成するとともに、創業後のフォローアップを実施して
経営が安定するまでの伴走支援する。

東京2020を契機とし、この長野県において『ユニバーサル
ツーリズム』を推進するための人材育成・受入体制強化や
情報発信を行うとともに、すでに始まっている県内の単独
施設や団体などの活動や推進団体間のつながりを強化・横
展開し、ツーリズムとして造成することで、観光消費額の
増加をもたらし、地域活性化を目指す。

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

365 長野県

366 長野県

367 長野県

368 長野県

369 長野県

370 長野県

371 長野県

372 長野県

373 長野県

374 長野県

375 長野県

376 長野県

長野市

長野市

長野市

上田市

諏訪市

小諸市及び佐久市

伊那市

伊那市

伊那市

伊那市

中野市

塩尻市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

「カムバック ｔｏ ながの」推進
長野市の全域
計画

全国的に東京一極集中の流れが続いており、当市において
も進学、就職を契機とした東京圏への転出超過が課題とし
て挙げられることから、「カムバック to ながの」を合言
葉に、地元からの声掛けを含めた東京圏の若者の目を長野
に向けるきっかけづくりや地元企業との結びつきを強める
取組を強化するとともに、ライフステージに応じた長野で
働き暮らすための支援を継続的に行うことで、将来的な当
市への人の流れを確かなものにしていくことを目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

松代荘の魅力向上による、活き生
長野市の全域
き誘客促進計画

良質な温泉資源を持つ国民宿舎松代荘を磨き上げ、市民及
び観光客の保養と健康増進を図る。併せて、大河ドラマ
「真田丸」で全国的に知名度が広まった「真田の里」松代
の観光振興拠点とすることで、松代地区の魅力アップを図
り、また、「ながのファン」を増やすことで、観光客の市
内滞在時間延長による経済波及効果と交流人口の増加、経
済の活性化を図ることを目的とする。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

人と動物を魅了する地域固有の自
然景観を活かした茶臼山動物園展 長野市の全域
示施設再整備

善光寺平を一望する眺望や森に囲まれた環境を有する茶臼
山動物園において森や山並みなど園内から望む美しい風景
を展示に取り込むことで地域固有の自然景観を活用した独
自の動物展示風景を創造し、魅力と集客力を高め来園者と
交流人口の増加を図る。また、地域の集客拠点となる動物
園を中心に、周辺観光施設と一体的な利用を促し地域全体
の観光入込客数を底上げする。更に、果樹の一大産地に立
地する特性を生かし、地元産農産物をアピールしながら直
売所等の情報を提供し、動物園の集客力向上を地域産農産
物の販売促進に結び付ける。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

産官学金医連携による次世代イノ
上田市の全域
ベーション産業創出基盤整備計画

地域内の潜在能力を最大限に活かすために、ＲＥＳＡＳの
産業分析により地域産業の強みや市場のニーズ、事業機会
を把握し、データを有効活用することで協力企業、支援機
関、大学等における共同研究を進め、下請け企業から研究
開発型企業への転換を図る「モビリティ」、介護・医療機
器等の次世代自立支援機器産業の醸成と医療費の抑制を目
指す「ウェルネス」、農業・観光・食品等従事者の作業効
率改善を図る「アグリビジネス」の重点３分野における次
世代成長産業を創出させ、異なる産業の融合から新しい付
加価値を見出す。

地方創生推進交付金

計画本文

ＳＵＷＡクリエイティブシティ化
諏訪市の全域
戦略（地域定着化）

諏訪市は、高度なものづくり技術を中心とした様々な地域
資源を併せ持つ地域であるが、外部に向けた情報発信が不
足している。また、優れた技術力を有している反面、大手
企業の下請け体質から脱却できず、研究開発具現化力や営
業力、販売機能が弱い。そのため、産業間の連携を深める
ことで相乗効果を生み出し、地域資源の新しい価値や利用
機会を発掘することで生み出される新商品・新サービスを
「SUWAプレミアムブランド」として定着させ、商品の特性
に合わせた販路を創生することにより、地域ブランドの価
値を高めることを目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

福祉・介護のつばさ事業 ～「ア
ジア健康構想」に基づく外国人材
小諸市及び佐久市の全域
還流の創出による佐久式介護のア
ジア諸国展開～

「アジア健康構想」に基づき、人材還流の仕組みを整備
し、地域中核産業である福祉・介護産業の海外展開と担い
手の創出を図る。
また、ものづくり分野では新商品開発の促進とともに、人
材還流の仕組みを活用し海外展開を図る。
加えて、住民の行動変容により産業の付加価値を向上し、
海外市場での優位性の獲得を目指す。
これらの取組により、佐久地域の福祉・介護産業を世界に
羽ばたく産業へと昇華させ、地域活性化へつなげる。
また、東南アジア諸国での急速な高齢化に対応した健康長
寿社会と持続的な経済成長の実現をも目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

「環境共生型農業」と「都市・農
村交流」による新たな中山間地域 伊那市の全域
振興プロジェクト事業計画

持続可能な環境共生型農業体制の構築を目指して、コン
ソーシアムを設立し、有機栽培方法の確立やブランド化に
向けた商品開発の研究、さらに国内及び海外への販路の拡
大に向けて調査研究などを行う。
また、都市部の若者を対象とした有機栽培等に特化したア
グリスクールを開校し、都市での座学に加え、長谷地域に
おいて遊休荒廃地等を活用した実習と自然環境を活かした
里山暮らし体験等を行い、新規就農者の育成・確保を図る
とともに、交流人口の増加、さらに移住定住に繋げてい
く。

地方創生推進交付金

計画本文

地方創生アルカディア構想事業計
伊那市の全域
画

地域の喫緊的課題である年少人口及び生産年齢人口の減少
による地域活力の衰退に歯止めをかけるため、時間や場所
を問わないクラウド上の地域コミュニティを構築すること
により、ニーズとシーズの共有（シェアリングエコノ
ミー）と、ストレスフリーなコミュニケーション型ＦＡＱ
を提供し、移住定住者が地域に安心して参加する意識醸成
を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

産業と若者が息づく拠点整備事業
伊那市の全域
計画

既存の製造業や新規起業者と若者(学生)が、リノベーショ
ン施設を拠点としてネットワークを構築し、事業の拡充、
効率化を図るとともに、雇用の創出につながるような企業
活動を支援する。また、若者が戻ってくる意欲を醸成し、
人口流出の抑制を図り、誰もがいきいきと働き、力強い産
業が育つ持続可能な都市を目指す。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

田舎暮らしお試し住宅建設事業計
伊那市の全域
画

地域の移住定住の取り組みと連携し、当該地区に移住を希
望する者への移住体験や住宅を取得するまでの間の居住確
保のため、田舎暮らしお試し住宅をを建設し、移住定住を
促進し人口増に繫げ地域の活性化を図る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

地域資源を活用した農商工観連携
による「信州なかのＥＡＴプログ 中野市の全域
ラム」

農業を基幹産業とする地域ならではの体験を柱とし、農商
工観連携による農産物の新たな付加価値の創造や販路開
拓、地域で稼ぐ力の醸成、事業者の経営基盤強化を図るた
め、これまでの消費地に出向く産地ＰＲを深化させ、農
業・商工業・観光業との異業種間を結びつけ、消費者を生
産地に誘客するプロジェクトを構築する。

地方創生推進交付金

計画本文

地場産業「集客×収益×就労」Ｕ
塩尻市の全域
Ｐプロジェクト

ターゲットの再探索、販売機能強化、後継者の確保や観光
地との連携が課題となっている木曽漆器産業について、
ターゲットの再探索を行うため専門的人材を招聘し木曽漆
器販売の拠点施設の経営・販売戦略を再構築するほか、販
路開拓・展示会等出展の支援、新商品の開発に取り組むこ
とで販売機能の強化を図る。また、後継者確保のため、若
年職人の創作活動を支援するとともに、近隣観光地と連携
したプロモーションを行い情報発信力を強化し、集客力を
向上することで、地域の稼ぐ力の強化、ひいてはしごとの
創出を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

377 長野県

378 長野県

379 長野県

380 長野県

381 長野県

382 長野県

383 長野県

384 長野県

385 長野県

386 長野県

387 長野県

388 長野県

塩尻市

佐久市

佐久市

東御市

東御市

東御市

東御市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

計画本文

佐久市シティプロモーション推進
事業～シルクルスムサイクルによ 佐久市の全域
る「健やかなくらし佐久」～

人口減少社会において地域の活力を維持・増進し、市の
持続的な発展を可能とする為には、「選ばれる市」になる
とともに、「市を選ぶ主体」に適切な情報を発信すること
で、地域イメージの向上、交流人口の創出、及び移住定住
人口の増加に繋げ、人口減少の歯止めや地域の活力を発展
させる必要がある。
このため、市民及び東京圏在住者が当市に対し実施した
調査を基に、効果的で戦略的なプロモーション推進事業に
より、交流人口、関係人口の創出、移住定住人口の増加を
図る。

地方創生推進交付金

計画本文

佐久市「しごと」の創生（創業支
援・まるっとテレワーク推進）事 佐久市の全域
業

「テレワークフィールドの構築と創業支援による、誰もが
活躍できるまちの創造」
市内への企業誘致・起業の促進、U・I・Jターンなどの移
住者を含む雇用の創出を加速させるため、公共施設である
「佐久情報センター」の空きスペースや比較的利用の少な
地方創生推進交付金
い部屋をコワーキングスペースやサテライトオフィスとし
て改修し、時間や場所にとらわれない働き方を提案するこ
とで移住を含む交流人口の創出する。また、支援施設を活
用した創業支援により、市民の起業意欲を醸成し開業につ
なげることで地域産業の活性化を図る。

計画本文

「芸術むら公園」を拠点とした、
地域と協働でつくる芸術・文化に 東御市の全域
よる賑わい創出事業計画

人口減少が進む北御牧地区内にある観光地「芸術むら公
園」を拠点に、市、地域づくり組織、地域住民、民間事業
者等が一体となり、地域資源である自然や景観、そして地
域の特性である芸術・文化等を活用した賑わいづくりを目
指す。また、地域への新しいひとの流れをつくり、交流人
口を増加させることで、移住・定住者を誘い、新たな魅力
を創出する地域づくりを目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

湯の丸高原スポーツ交流施設特設
東御市の全域
プール機能強化事業計画

地方創生推進交付金を活用し、実業団チーム等のモニタリ
ング調査、また都心部を中心にプロモーション活動を実施
することにより、この流れを停滞、後退させることなく合
宿客のリピーター化・定着化を図り、「”選ばれ、目指さ
れる”東御市【湯の丸高原】）」を実現させ、域内産業の
活性化、雇用の創出、交流人口の大幅増加が期待でき、真
の地方創生を図ることができる。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

地ビール製造工場大規模改修事業
東御市の全域
計画

既存のレストランスペースを地ビール製造工場へ改築し、
製造機能を強化することで、発泡酒やリキュール、常温保
存ができる地ビールの製造が可能な、当市における酒類醸
造拠点施設とする。
これにより市場のニーズにあった新たな商品の安定的な生
産と、新たな販路開拓により幅広く販売することが可能と
なる。酒類のブランド力を向上させるとともに、地域の魅
力をブラッシュアップすることで、都市部在住者から都市
農村交流先・移住定住先として選ばれる地域となることを
目指す。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

東御市湯の丸高原スポーツ交流施
東御市の全域
設魅力アップ事業計画

湯の丸高原荘の浴槽設備のアスリート対応への改修を行
い、多様化する高地トレーニング施設へのニーズに対応す
ると共に、多数の同時合宿（宿泊）を可能にする事で、交
流人口の更なる増加に繋がるもの。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

地方創生拠点整備交付金

計画本文

地方創生推進交付金

計画本文

地方創生推進交付金

計画本文

「誇らしき我が郷土再発見」偉人
長野県小県郡青木村の全域
に学ぶ人材育成プロジェクト

郷土が誇るべき地域資源である「五島慶太翁」の功績を改
めて村内外に広く知らしめ、郷土の魅力・歴史を振り返る
ことのできる学びの環境を構築することにより、未来の青
木村を担う子どもたちが、わが郷土の誇らしき魅力を再発
見し、第二、第三の五島慶太を目指し高い志をもって未来
を切り拓く力を育むシンボルとなる人材育成拠点施設（未
来創造館（仮称））を整備するもの。

地方創生拠点整備交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

長和町道の駅エリア再整備による
長野県小県郡長和町の全域
地域農業・地域産業活性化計画

農業者等の所得向上及び道の駅エリアの中核となる施設と
して大型農畜産物直売所を核とし、加工研究室、体験農場
管理室、レンタルオフィス、チャレンジショップの機能を
あわせ持つ複合施設を整備する。更に「マルメロの駅なが
と」に隣接する商業エリアとの一体化に向けた施設整備と
して、道の駅直売所及び商業エリアに点在する店舗間の歩
道に屋根を設置するとともに休憩スペースを充実させ、ま
た、滞在できる道の駅エリアの一つの要素として足湯を整
備する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

テレワーク環境整備事業計画

塩尻市の全域

温泉健康複合施設「ゆぅふるtanaka」の室内プール及びス
ポーツジムを「健康づくりプラットフォーム」機能を備え
たフィットネスジム・スタジオとしてリニューアルするこ
とにより、健康行動（運動）に取り組む市民・利用者の拡
大と定着化によって施設利用者の増大及び地域経済の活性
化につなげる。

官民が一体化した健康づくりプ
ラットホーム整備プロジェクト

長野県南佐久郡小海町

①憩いをコンセプトとした町づくりを官民協働で実践する
組織の事業モデル等の検討と組織設立②企業連携によって
小海町に訪れた従業員を関係人口にするための事業内容の
検討と試行を行い連携モデル樹立③都市部企業に対して連
憩いのまちを核とした関係人口創
携モデルの普及と営業活動④組織の人材育成や関わる人材
出に寄与する社会課題解決型・地 長野県南佐久郡小海町の全域
のホスピタリティ・マーケティング・企画立案・経営等の
域都市間連携事業計画
意識・スキルの向上と、現場運営体制の構築・改善⑤都市
部の企業以外の新たな連携先の検討・試行と営業
⑥組織の拠点および都市部企業が集えるフリースペースづ
くりの６つの事業を柱として展開する。

長野県小県郡青木村

長野県小県郡長和町

計画本文

本計画では、中心市街地の公共・商業ビル内の拠点施設
「テレワークステーションKADO」を、地域における多様な
働き方である「自営型テレワーカー」200名以上が利用可能
で、ユニバーサルデザインに基づいたワーキングスペース
として拡充する。施設整備によって、受注拡大による事業 地方創生拠点整備交付金
安定化や持続性の確保を図るとともに、松本広域圏や県内
外自治体との地域間連携体制を構築し、子育て中の女性や
障がい者、高齢者が安心して安全に働きやすい仕組みや環
境を整備する。

東御市

長野県小県郡青木村

活用する支援措置

東御市の全域

稼げる地域ブランド「タチアカネ
長野県小県郡青木村の全域
蕎麦」成長戦略

他日本蕎麦品種と差別化を図り稼げる地域ブランドとして
モデルを確立するため、成長戦略を策定し、それに基づき
推進組織を強化して稼げる地域ブランドとしてのモデルを
形成する。

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
番号 都道府県名

389 長野県

390 長野県

391 長野県

392 長野県

393 長野県

394 長野県

395 長野県

396 長野県

397 長野県

398 長野県

399 長野県

400 長野県

作成主体名
（地方公共団体名）

長野県諏訪郡下諏訪町

長野県諏訪郡富士見町

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

信州を代表する諏訪湖を観光面や住民の健康増進のために
更に活用することを目的とし、諏訪湖で行うことができる
水上スポーツ等の体験プログラムを扱う上での拠点となる
施設の整備を行う。
下諏訪町「諏訪湖活用拠点」施設
長野県諏訪郡下諏訪町の全域 整備後は、諏訪湖で行うことができる水上スポーツの体験
整備計画
プログラムの販売やボート体験を通したチームビルディン
グ研修の販売と提供等による諏訪湖畔を利用した健康増進
教室の開催等の事業に活用する。

富士見森のオフィスを仕事場や活動拠点として利用する入
居企業社員や企業合宿を行う都内等企業社員、２拠点居住
者や大学学生を中心に、町内に短期的に滞在し、森のオ
移住交流につながる滞在・交流拠
フィスを利用する者や地域の人同士が交流できる施設を設
長野県諏訪郡富士見町の全域
点整備事業
置する。このことにより、富士見町での事業開拓や魅力を
感じる機会を提供することができ、富士見町への新たな人
の流れを促進することにつながり、地域人材の確保や事業
創出、その先には移住促進につなげることを目的とする。

すべての女性がいきいきと活躍できる地域を目指し、出産
長野県上伊那郡箕輪町及び南 等で一度離職した女性の再就職支援や創業支援、スキル
箕輪村の全域
アップ、子育て相談などの総合的な支援を広域的に実施す
る体制を構築する。

活用する支援措置

計画本文

地方創生拠点整備交付金

計画本文

地方創生拠点整備交付金

計画本文

地方創生推進交付金

計画本文

地方創生拠点整備交付金

計画本文

長野県上伊那郡箕輪町及び南箕輪村

伊那地域で女性が輝くためのプ
ラットフォーム構築事業

長野県上伊那郡南箕輪村

村の福祉施設が集まるエリアに多世代交流拠点を整備す
る。障がい者の作業場やショートステイとしての利用の
他、こども食堂や子どもの一時預かりなどの実施や、高齢
生涯活躍のむら「みなみみのわ」 長野県上伊那郡南箕輪村の全
者や子どもたちが障がいを持つ人たちと関わることができ
計画
域
る場とする。同施設でカフェやリサイクル品のバザー等を
開催し、地域女性を巻き込む取り組みを行い、人が集まり
やすい環境を作り出し、つながりを提供しやすくする。

長野県上伊那郡宮田村

これまであまり活用されてこなかった伊那街道宮田宿や中
越遺跡等の歴史的な価値のある資産の掘り起こしをするな
かで、ガイドの養成や環境整備をし、観光の中心である中
央アルプス等の山岳観光地と繋げる新たな周回ルートなど
自然と歴史の調和した宮田村ブラ
長野県上伊那郡宮田村の全域 着地型の観光商品を造成する。そしてこの地域を新たな観 地方創生推進交付金
ンド創出プロジェクト
光地としてブランド化し、各種イベントの開催やこれまで
あるワインや地ビール、とうふなどの6次産業についても新
商品の開発等さらに進むことにより地域の活性化を図り、
地域産業の活性化と雇用の創出を図る。

計画本文

長野県上伊那郡宮田村

地域をまとめるコーディネータを配置し、地区ごとに独自
に健康長寿のための健康づくりのための教室開催や生きが
いの場づくりを行い、自ら活動し、取り組む自主事業に対
する支援をすることで活動の場を確保し、生涯活躍できる
小さい村だからできる！健康長寿
村づくりを進める。また、まちなかの空き家、空き店舗を
日本一をめざす生涯活躍の村プロ 長野県上伊那郡宮田村の全域
活用し働く場の確保をし、併せてサテライトオフィスやテ
ジェクト
レワーク事業の誘致を行い高齢者のみならず誰もが働くこ
とができる環境づくりを進める。そして住み易い宮田村を
ＰＲするために各種セミナーの開催や地元での体験事業を
行い移住者の確保を進める

地方創生推進交付金

計画本文

長野県下伊那郡松川町

松川町総合交流促進施設 梅松苑の整備により、滞在時間
を増やし、宿泊者数を増加させることにより、交流人口を
ふやし、しいては移住定住に結び付くと考えられるため、
生田地区における観光拠点整備事
交流棟における喫茶リフレ施設整備では各種体験プログラ
長野県下伊那郡松川町の全域
業
ム、受付窓口等多目的に活用することにより地域との連携
を深め、地域資源を生かした経済の地域循環へとつなげて
まいります。シャワー施設整備では、キャンプ場への新た
な集客へ結びつけ交流人口増へとつなげてまいります。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

長野県下伊那郡阿南町

１ 本町の観光・経済の重要拠点である道の駅信州新野千
石平に農林産物直売所や加工販売所、集出荷所等を一体的
に整備することにより、地域の農林産物や特産品のブラン
道の駅信州新野千石平を拠点とし
ド化や需要の拡大を図る。
た地域ブランド力強化 地域再生 長野県下伊那郡阿南町の全域 ２ 長野県と愛知県の県境という立地的なメリットを活か
計画
し、道の駅にテナントスペースや観光案内所、休憩所、イ
ベント会場等を一体的に整備することで、顔の見える観光
等の情報発信や道の駅利用者の利便性の向上、収穫祭等の
積極的なイベント開催により交流人口を増加させる。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

長野県下伊那郡売木村

道の駅の小さな拠点魅力化事業

道の駅の農産物直売コーナーや地域農産物振興施設（精米
機等）を整備し、農産物の販売やレストラン部門で地域農
産物を積極的に利活用することで農家の販路拡大及び所得
向上に繋げる。外トイレを自立型トイレとすることで地域
防災拠点とし、情報発信コーナーを併設することで、地域
長野県下伊那郡売木村の全域
防災力の向上や観光情報発信の向上へ繋げる。また、館内
の模様替や販売コーナーの拡張、オープンカフェテラスや
コミュニティ広場の整備により、地域住民及び村外からの
来訪者の交流拠点、憩いの場として活用し利用促進に繋げ
る。

地方創生拠点整備交付金
小さな拠点の形成に資す
る事業を行う株式会社に
対する投資促進税制

計画本文

６次産業化による農業振興

地元農産物による農産加工や販売、消費者や観光との連
携など6次産業の育成を図るため、直売所に新たにびん詰め
や惣菜等ができる加工施設の整備を行い、少量多品種の農
長野県下伊那郡大鹿村の全域
地方創生拠点整備交付金
産物や規格外品・傷物を有効活用しながら特産品づくりを
する。また、村内のだれでも利用でき特産品の開発ができ
るシステムを構築する。

計画本文

長野県下伊那郡大鹿村

長野県木曽郡木曽町

長野県木曽郡木曽町

義仲の里農山村体験交流事業によ
長野県木曽郡木曽町の全域
る地域再生計画

日義地域は中山道宮ノ越宿として発展し、また木曽義仲公
に纏わる伝承と史跡を守って来た地域であり、独自の歴史
文化について学び理解を深める仕組みを盛り込みながら、
観光・教育・福祉・農林業等の各分野の連携により農山村
体験交流事業を実施するため、都市部の学生が農山村に滞 地方創生推進交付金
在し体験交流活動が出来るよう受入体制を整備する。この
活動により地方へのUIJターンへの志向を促す基礎が形成さ
れ、将来の移住先として本格的な実現に資することを目的
とする。

計画本文

木曽町ヘルスツーリズム推進計画 長野県木曽郡木曽町の全域

平成30年度「ヘルスツーリズム認証制度」による認証登録
を取得し、新たなヘルスケア産業を提供する準備が整っ
た。全国的に生活習慣病対策として、企業や健保組合等を
中心に新たな福利厚生システムが求められており、その
ニーズを受け止められる保養プログラムを提供できる体制
を構築するとともに、事業実施主体が地域商工観光業をま
とめ地域の稼ぐ力を増長し、雇用を継続しつつ持続可能で
自立した地域づくりを行うためのヘルスツーリズムの更な
る推進を図る。

計画本文

地方創生推進交付金

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

401 長野県

402 長野県

403 長野県

404 長野県

405 長野県

406 長野県

407 長野県

408 岐阜県

409 岐阜県

410 岐阜県

411 岐阜県

412 岐阜県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

日義地域は中山道宮ノ越宿として発展し、また木曽義仲公
に纏わる伝承と史跡を守って来た地域であり、独自の歴史
文化について学び理解を深める仕組みを盛り込みながら、
観光・教育・福祉・農林業等の各分野の連携により農山村
体験交流事業を実施するため、都市部の学生が農山村に滞 地方創生拠点整備交付金
在し体験交流活動が出来るよう受入体制を整備する。この
活動により地方へのUIJターンへの志向を促す基礎が形成さ
れ、将来の移住先として本格的な実現に資することを目的
とする。

長野県木曽郡木曽町

義仲の里農山村体験交流事業の拠
長野県木曽郡木曽町の全域
点整備による地域再生計画

長野県北安曇郡白馬村

ドローンを活用して山小屋への物資輸送、新たなアクティ
ビティ開発や安全・安心な環境づくり、環境保全活動を行
い、外国人観光客・富裕層をターゲットとしたグリーン
世界級通年型マウンテンリゾー
シーズンの誘客を行う。ドローン物流を通じて現在、グ
ト・白馬バレーの実現に向けた、
リーンシーズンの誘客のネックとなっている諸課題を解決
長野県北安曇郡白馬村の全域
ドローンを活用した次世代型山岳
することで、インバウンド・富裕層を取り込める新たな山
観光創造事業
岳観光モデルを作り出す。事業の実施は、白馬バレーツー
リズム（仮称。日本版広域ＤＭＯとして平成31年４月設立
予定）、白馬村観光局（地域ＤＭＯ候補法人）、地元民間
事業者と連携した取り組みを行う。

長野県北安曇郡小谷村

官民協働の運営体制を構築し、公的支援だけではない他分
野、多角的なアプローチで課題解決する受け皿を作る。住
モデル集落整備
長野県北安曇郡小谷村の全域 民誰もが主役となり、当たり前に暮らせる村づくりを住民
参画で行うモデル集落形成し、課題解決の仕組みを創るこ
とで魅力ある村づくりへと展開させる。

おらが住みたい
計画

活用する支援措置

小布施町は、地域の住みやすさを大切にしながら、官民一
体となったまちづくりを進めてきました。「ソトはミンナ
のモノ､ウチは、ジブン達のモノ」という哲学のもと、私的
な空間も半ば解放され、その間の持つ和やかさに癒され、
長野県上高井郡小布施町の全 また訪れたいと感じます。小布施町並み修景計画や第二町
域
並修景事業に続く、今回の国道整備と併せて行う「新しい
市庭通りを創生するプロジェクト」により、風情が残る奥
の空間を活用した市庭（マルシェ）やイベント広場を整備
し、賑わいを創出し地域経済の活性化と交流人口の増加を
図る計画です。

計画本文

計画本文

地方創生推進交付金

計画本文

地方創生拠点整備交付金

計画本文

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

長野県上高井郡小布施町

新しい市庭通りを創生するプロ
ジェクト

長野県上水内郡信濃町

人口減少から生ずる地域産業の担い手、労働力不足などの
課題解決を、ＩｏＴを活用しスモールスタートで取組、町
内の研究拠点で調査・仮説・実証を短期間で繰り返してい
くことで地域産業に活力を取り戻す。また、豪雪をデメ
ＩｏＴ・ロボティクスの導入によ
リットではなく、信濃町だから出来ることとして付加価値
る中山間地域の農業生産性向上と 長野県上水内郡信濃町の全域
を高める要素として活用する。これらの取組をＩｏＴやロ
ローカルＩＣＴ産業の振興
ボティクスの実装により実現するとともに、地域課題解決
を事業化することで、中山間地域農業の生産性向上とロー
カルＩＣＴ産業の振興による新たな雇用の創出を図り、
「稼げるまちづくり」を実現する。

地方創生推進交付金

計画本文

長野県上水内郡飯綱町

都市部の人々や企業等を対象とした「健康増進、スポー
ツ・自然体験」等をコンテンツとする「ヘルスツーリズ
ム」や、地域内外の多世代の人々を対象とした「ヘルスケ
アプログラム（運動プログラム・カルチャープログラム・
飯綱「いきがい創造」プロジェク
体験プログラム・食と健康プログラム等）」等の開発を進
長野県上水内郡飯綱町の全域
ト事業計画
めることにより、アクティブシニア層を中心とする健康増
進及びセカンドキャリアとしての活躍の場等を創設しなが
ら、都市との交流機会や飯綱町で暮らす新たな「いきが
い」の場を創造することで、定移住促進とシニア層等の
「しごと」づくりにつなげる。

地方創生推進交付金

計画本文

長野県上水内郡飯綱町

飯綱町ワークセンターと子育て支援センターの機能を統合
させ、さらに子育て世代包括支援センター機能も加え、飯
綱町らしい多様な働き方の推進と、妊娠期からのきめ細か
な支援の拠点施設として機能させる。
もっと自分らしく輝くｉ（アイ）
新しい在宅ワークとしてRPAに取り組み、自立できるワーキ
長野県上水内郡飯綱町の全域
地方創生推進交付金
ママ事業計画
ンググループの立ち上げをめざし、在宅ワークの交流を通
じた首都圏子育て世代の二拠点移住施策に取り組む。
また、就学前までの個々の支援プランの策定・電子台帳化
と電子母子手帳・子育て施設予約システムを整備し、大学
連携による乳幼児教育プログラム実践をめざす。

計画本文

岐阜県

岐阜県

岐阜県

岐阜県

岐阜県

新たな林業の担い手確保推進プロ
岐阜県の全域
ジェクト

海外への新たな販路開拓、新製品の開発、東京オリン
ピック・パラリンピックを契機とした県産材のＰＲ等によ
り国内外における県産材の需要を増加させる。
また、「森林総合教育センター(仮称)」で林業体験や森
林の果たす多面的な機能を学ぶほか、林業版ハローワーク
である「森のジョブステーションぎふ」で森林技術者の確
保・育成・支援に係る総合的な支援により高度な人材の育
成を行うとともに、環境保全に対する県民意識の向上を図
ることでことで、林業の成長産業化を実現する。

地方創生推進交付金

計画本文

異業種連携による技術革新プロ
ジェクト

岐阜県の全域

高度化・複雑化している企業ニーズに対応するため、「岐
阜県産業技術総合センター（仮称）」を活用し、各企業の
独自技術の高度化、異分野との連携・融合を支援すること
で、革新的な技術開発・新商品開発を進める。また、「食
料品」分野では、「岐阜県食品科学研究所」を活用して産
学官の連携を強化し、大学のシーズを生かした企業支援を
行うことで、新商品の開発を進める。こうした取組を通
じ、成長分野への進出を含めた産業の活性化を進め、足腰
の強い産業構造へと変革させるとともに、地域の働く場の
確保、稼ぐ力の向上を実現していく。

地方創生推進交付金

計画本文

ＡＩ、ＩｏＴ活用の全面展開プロ
岐阜県の全域
ジェクト

各分野においてスマート技術の普及に向けた取組みを行
う。農業分野では、情報集約・発信、技術の実証、技術研
修、技術の普及、新技術の研究、以上５つの施策を展開
し、スマート農業技術の導入・普及を目指す。健康分野で
は、医療・介護等のヘルスデータを活用した健康寿命の延
伸や、ＩＣＴを活用して健康増進に配慮する企業経営を推
進し、生産性向上を図る。建設・建築分野では、ＩｏＴを
活用したリアルタイムの映像により、現場確認の迅速化・
効率化を進め、生産性の向上や労働環境の改善、ひいては
新規入職者の獲得や離職防止を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

飛騨牛日本一奪還プロジェクト

岐阜県の全域

飛騨牛のブランド力の向上のため、定量的で客観的な評価
に基づく戦略的な牛づくりに取組み、市場が求める肉質へ
の対応を図る。飛騨牛・酪農生産基盤の強化のためには、
新たな担い手の育成と既存の農家の経営の規模発展に取組
む。そのため、研修機能を持つ繁殖センターを整備して就
農研修を実施するほか、地域ぐるみで就農を支援する。ま
た、計画的な牛の増頭による規模拡大や、経営の合理化、
肉用牛農家と酪農家の連携等を支援し、需要に応じた牛の
増頭・生産や高能力牛の活用による経営発展を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

新たな人の流れと住み続けられる
岐阜県の全域
環境の創出

本県から最も転出が多い愛知県向けの移住定住施策を強化
するため、これまでの移住相談窓口機能に加えて、本県の
仕事や食、農産物、豊かな自然などを総合的に発信するＰ
Ｒ施設を設けるとともに、地域で必要とされる福祉や商工
業への就業支援、移住者による小規模事業者の継業を支援
する。合わせて「住みやすさ」を高めていくため、空き家
と移住者のマッチング、地域の買物支援・移動支援、商店
街活性化、多文化共生などの取組を総合的に推進すること
により、選ばれる岐阜県を作り上げ、大都市圏への流出を
抑制し、流入を増加させる。

地方創生推進交付金

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

413 岐阜県

414 岐阜県

415 岐阜県

416 岐阜県

417 岐阜県

418 岐阜県

岐阜県

岐阜県

岐阜県

岐阜県

岐阜県

岐阜県

419 岐阜県

岐阜県並びに岐阜市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐
市、可児市、山県市及び岐阜県可児郡御嵩町

420 岐阜県

岐阜県、岐阜市、大垣市、高山市、多治見市、関市、中津
川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土
岐市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、飛騨市、本巣
市、郡上市、下呂市及び海津市並びに岐阜県羽島郡岐南町
及び笠松町、養老郡養老町、不破郡垂井町及び関ケ原町、
安八郡神戸町、輪之内町及び安八町、揖斐郡揖斐川町、大
野町及び池田町、本巣郡北方町、加茂郡坂祝町、富加町、
川辺町、七宗町、八百津町、白川町及び東白川村、可児郡
御嵩町並びに大野郡白川村

421 岐阜県

422 岐阜県

423 岐阜県

424 岐阜県

岐阜県及び郡上市

岐阜市

岐阜市

岐阜市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
活用する支援措置

計画本文

県内主要園芸品目の競争力強化計
岐阜県の全域
画

生産現場で問題となっている病害虫害の原因特定及び防除
試験を実施する温室４棟を整備するとともに、トマト、い
ちご等の園芸品目経営の安定化を図るための病害虫害の原
因究明及び防除技術開発を行う。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

イチゴの優良種苗生産による競争
岐阜県の全域
力強化計画

本事業では、イチゴの原原種苗を増殖・維持するため種
苗供給の拠点施設を整備することにより、種苗の形質の安
定性が増し、生産者の信頼性を高めていくことで、一層の
県育成品種の生産拡大が進みブランド力が強化する。
さらには、優位販売・高付加価値販売による生産者所得
の向上が図られ、イチゴ栽培の魅力が向上することで、新
たな新規就農者を確保する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

外国人技能検定試験受検者の増加
に対応した試験会場整備プロジェ 岐阜県の全域
クト

現在、多くの県内企業では、人手不足が深刻化している
一方で、定住外国人や外国人技能実習生は増加傾向にあ
り、今後は、外国人材の育成により、県内企業の生産性向
上を図ることが必要である。
また、同会場において、製造業の労働者を対象とした階
層別研修も実施し、労働者一人一人の生産性向上を図る。
そのため、県及び県職業能力開発協会で実施している技
能検定について、外国人受検者の増加が見込まれるため、
試験会場を拡充整備し、外国人を含めた今後の産業人材の
育成を進める。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

「森林総合教育センター（仮
称）」センターハウス整備事業

日本初の森林教育に関する総合教育施設として「森林総合
教育センター（仮称）」を開設し、森林文化アカデミーが
行う森林教育の授業や県内の各市町村・企業との連携を通
じて、子どもから大人までが段階的に森林・林業を学ぶプ
ログラムの実施やこれらを実践する指導者の養成を行う。
それにより多くの県民に森林・林業に触れてもらい、将
来的に森林技術者やこれに関わる人材の増加につなげると
ともに、他の人材確保策と併せて実施することで県内の林
業の持続的な発展を目指す。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

「スポーツ立県・ぎふ」推進計画 各務原市の全域

ホストタウンをきっかけとした交流を地域同士の交流ま
で高めていくために、核となる当該施設をトップクラスの
選手から選ばれるようなものとする。選手や競技関係団体
からオーダーのある機能を付加することで、当該施設一か
所で、長期滞在できる環境づくりを行う。
さらに、長期滞在できることにより、地元住民と選手、
あるいは、練習風景を見に訪れる海外のファンとの交流の
機会の増が期待でき、過去の国際大会開催の際に培った地
元おもてなしもしっかりと行っていくことで、岐阜県、各
務原市のファンになってもらう。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

大型マスによる養鱒業の生産性向
岐阜県の全域
上プロジェクト

高精度な飼育水温管理が可能な研究飼育施設を整備し、マ
ス類養殖業の生産性向上を図るための大型マス類の有望系
統作出、安定生産技術の確立及び作出した大型マス類の発
眼卵供給を行う。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

武将と歴史街道を核とした広域観
岐阜県の全域
光推進計画

「地歌舞伎」や「中山道」、「山城」といった地域の歴史
資源を磨き上げ、各資源の集客力を強化するとともに、大
河ドラマの話題性を活用しながら、歴史・武将・戦国を
テーマとした周遊滞在観光に向けた取組みを実施する。

地方創生推進交付金

計画本文

岐阜県生活わくわく支援パッケー
岐阜県の全域
ジ

人口の過度な一極集中が進む東京都への転出を是正し、本
県への移住を促すことで、人手不足を解消するとともに、
地域経済に波及効果をもたらす仕組みを構築するため、移
住支援、マッチング支援及び起業支援による移住希望者の
受入れに向けた環境を整備する。

地方創生推進交付金

計画本文

新たな農業の担い手確保推進プロ
岐阜県の全域
ジェクト

新たな担い手の育成のため、就農研修拠点の県内全域への
拡大や拠点間の連携、新規就農者のネットワーク形成支援
による早期の営農定着の促進など、就農相談から研修、営
農定着までの一貫したサポート体制を強化する。既存の経
営体には、規模拡大や多角化、情報発信の強化による販路
地方創生推進交付金
拡大などにより経営発展を支援するほか、都市農村交流を
支援し、人を呼び込み活性化を図る。また、地域内経済循
環の拡大と地域の担い手増加を目指し、観光地域づくりを
行うDMOの形成やﾛｰｶﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの創出、移住者及び関係人口の
増加を図る。

計画本文

「製薬業発祥の地」における薬用
岐阜市の全域
作物産地化推進

製薬業発祥の地としての本市の歴史的背景を踏まえ、薬
用作物の産地化を推進することで多品種栽培による収益向
上及び休耕田の活用による耕作放棄地の解消を図ることと
する。
具体的には、本市の気候・土壌等に適した栽培マニュア
ルを確立し、生産者へ展開することによる生産拡大と生産
者と漢方薬メーカー等企業との栽培契約の締結による販路
拡大に結び付けていく。また、この取り組みにより、安定
的に儲かる農業を確立し、新規就農者などにとっての働く
場を創出することで自立した持続可能な農業の実現を目指
す。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

「移・職・住」の充実による移住
岐阜市の全域
定住促進事業

リモートオフィス拠点の新たな整備などの魅力ある雇用の
創出よって、雇用の質を高めるとともに、まちの価値や魅
力を高める取組や外国人との共生推進の取組を通じて、外
国人を含む全ての人の「移・職・住」の充実の実現によ
り、地元住民の定住の促進はもとより、地域の魅力情報の
発信と一体となった施策の推進により、ＵＩＪターンによ
る本市への移住者を呼び込む仕組みを構築する。

地方創生推進交付金

計画本文

地域の安心と快適を運び、活気あ
ふれる地域を支える新交通システ 岐阜市の全域
ム導入事業

高齢者などの移動弱者の日常生活の機能を維持するための
コミュニティバスのサポート便を運行するとともに、オン
デマンド運行による効率的な公共交通システムを構築す
る。また、運転手不足の解消やコスト削減に資する自動運
転技術の導入による持続可能な公共交通の実現に向け、市
民の社会受容性を高める取組や自動運転の走行実験等の施
策を実施する。

地方創生推進交付金

計画本文

岐阜県の全域

地域再生計画の概要

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

425 岐阜県

426 岐阜県

427 岐阜県

428 岐阜県

429 岐阜県

430 岐阜県

431 静岡県

432 静岡県

433 静岡県

434 静岡県

435 静岡県

436 静岡県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

大垣市、本巣市及び海津市並
びに岐阜県養老郡養老町、不
大垣地域経済戦略推進プロジェク 破郡垂井町及び関ケ原町、安
ト
八郡神戸町、輪之内町及び安
八町並びに揖斐郡揖斐川町、
大野町及び池田町の全域

西美濃地域のさらなる発展をめざし、産学金官が連携して
設置した「大垣地域経済戦略推進協議会」が運営する、 大
垣ビジネスサポートセンター（ガキビズ）を拠点として、
事業者の売上げアップ、販路拡大等の支援を行うと同時
に、創業希望者やベンチャー企業の積極的な発掘、支援を 地方創生推進交付金
行い、起業後の育成と地域への定着を進めることで、開業
率の向上や雇用の創出につなげ、地域産業の振興や地域経
済の活性化を図り、西美濃地域全体の経済再生を目指すも
のである。

計画本文

子どもの夢を育む次世代人材育成
高山市の全域
プロジェクト

本市の課題である、地域の過疎化・コミュニティ機能の低
下に対応するためには、安全安心で快適に暮らすことがで
き、住み続けたいと思えるまちづくりを行政と地域が一体
となって推進することが重要である。地域においてまちづ
くりを支える多様な人材を育成するため、子ども夢創造事
業を通じて、次世代を担う子どもたちの心身の健全な育成
を図り、豊かな人間性・創造性を育むとともに、子どもた
ちに夢を持たせ、地域への愛着を深めることにより、将来
的な地域への定着を図り、持続可能な地域づくりを推進す
る。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

高山市

文化芸術による地域人材育成プロ
高山市の全域
ジェクト

本市の課題である、地域の過疎化・コミュニティ機能の低
下をとどめるため、安全安心で快適に暮らすことができ、
住み続けたいと思えるまちづくりを行政と地域が一体と
なって推進することが重要であり、地域においてまちづく
りを担う多様な地域人材が育つ環境整備を進める必要があ
る。飛騨高山文化芸術祭の開催を通じ、優れた文化芸術の
継承や創造、担い手となる人材の育成、地域への誇りや愛
着の形成により、将来的に若者が地域の文化の担い手とし
て定着し、コミュニティ維持に寄与するとともに、本市に
活力をもたらすことを目標とする。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

多治見市

店舗併用住宅の分離改装費補助制度の創設と商店街プロ
多治見市の区域の一部（中心
目抜き通り再生、空き店舗対策強
モーション事業による、目抜き通りの空き店舗対策強化プ
市街地エリア内メインプロム
化プロジェクト
ロジェクト。集中的かつ効果的なエリアマネージメントを
ナード）
実施し、賑わいと活力のある

地方創生推進交付金

計画本文

地方創生拠点整備交付金

計画本文

大垣市、本巣市及び海津市並びに岐阜県養老郡養老町、不
破郡垂井町及び関ケ原町、安八郡神戸町、輪之内町及び安
八町並びに揖斐郡揖斐川町、大野町及び池田町

高山市

美濃市

美濃加茂市

静岡県

静岡県

静岡県

静岡県

静岡県

静岡県、静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士
宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川
市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西
市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市及び牧之原市
並びに静岡県賀茂郡東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町
及び西伊豆町、田方郡函南町、駿東郡清水町、長泉町及び
小山町、榛原郡吉田町及び川根本町並びに周智郡森町

官民連携による歴史的建造物の観
美濃市の全域
光施設への再生事業

市有財産である歴史的建造物「旧須田万右衛門邸」を官民
連携により主に宿泊ができる施設へリノベーションし民間
事業者へ貸し付ける。民間活力による維持管理・運営によ
り、建物の歴史的価値の保存と事業の採算性確保、顧客満
足度の向上を図ることで、市の魅力発信と観光客の増加、
周遊性の向上、地域の賑わいの創出を実現する。

多文化共生推進事業

当市のまち・ひと・しごと創生総合戦略「Caminho（カミー
ノ）」の基本テーマのひとつである「子どもたちの”夢を
実現する力”を育みます」を実現するために、国際色豊か
なまちで日常的に多言語に触れ、多文化に学ぶ環境を構築
し、国際的な視野を広げ、海外でも活躍できる子どもたち 地方創生推進交付金
を育む地域を実現することによって、世界を舞台に活躍す
る子どもたちが、広い世界の中でも夢を掴むことができる
力を育て、美濃加茂市の将来の大きな資源となることを目
指します。

計画本文

マリンオープンイノベーションに
静岡県の全域
よる人づくり・富づくり推進計画

本プロジェクトは、駿河湾等の特徴ある環境や、そこに
生息する多様な海洋生物など魅力ある海洋資源を活用し、
マリンバイオテクノロジーを核としたイノベーションを促
進することにより、静岡県における多彩な産業の振興と創
出を実現することを目的としたものである。
静岡県が策定した「マリンバイオ産業振興ビジョン」に
基づき、拠点施設「ＭａＯＩ－ＰＡＲＣ」、推進機関「Ｍ
ａＯＩ機構」を中心としたオープンイノベーションプラッ
トフォームの形成と産業応用の促進を行うものである。

地方創生推進交付金

計画本文

静岡発ベンチャー発掘・育成計画 静岡県の全域

大学等が有する未活用の研究シーズを事業化へと導くた
め、地域の産学官金を構成員とするコンソーシアムを組成
し、シーズの発掘から育成までを一体的に支援する

地方創生推進交付金

計画本文

外国人県民等活躍推進計画

静岡県の全域

本計画は、人口減少、それに伴う就業人口の減少が進行
する中で、外国人県民が増加している本県において、地域
社会・経済の活力を維持・伸長するため、地域や産業界が
一体となって、国籍に関係なく、誰もが活躍できる共生社 地方創生推進交付金
会の実現を推進し、努力すれば夢がかなう、幸せを実感で
きる「Dreams come true in Japanの拠点」としての静岡県
を目指すものである。

計画本文

静岡県の全域

本県の雇用情勢は着実に改善する一方、生産年齢人口の減
少等により、県内企業においては人手不足が深刻化してお
り、高齢者を含む多様な人材の活躍を促進することによ
り、労働力確保を図る必要がある。本計画は、高齢者就労
を促進するため、高齢者と企業の間に入り、就労条件等の
調整やマッチングの強化、就労の場の開拓、企業に対する
職場環境改善のための助言や高齢者雇用に関する助成金の
情報提供等を一元的に支援を行うことにより、高齢者がい
きいきと豊富な経験、知識、能力を発揮し活躍する生涯現
役社会の実現を目指すものである。

地方創生推進交付金

計画本文

静岡県の全域

本計画は、本県の多彩で質の高い農林産物（農芸品）を活
かした６次産業化等による付加価値の向上や、安心・安全
な生産物の供給、国外を含めた新規マーケットの開拓、先
端技術の活用などにより、本県農林業の競争力強化及び成
長産業としての持続的な発展を図るとともに、人口減少や
高齢化の進行により活力が低下している農山村地域の活性
化を図るため、その担い手となる農林業人材の確保・育成
を目指すものである。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

静岡県高齢者新規就業支援計画

専門職大学整備計画

美濃加茂市の全域

ふじのくに移住・就業、起業支援
静岡県の全域
事業計画

本県が地域経済への波及効果の観点から地域にとって重要
な位置付けにあるものとして選定する中小企業等の魅力や
求人情報を、本県のマッチングサイト「しずおか就職net」
により、東京圏へのUIJターン希望者に効果的に情報発信す
る。また、人口減少・超高齢化社会の進行に伴い、増大・ 地方創生推進交付金
多様化している社会的課題をビジネス手法により解決を目
指す起業を支援する。さらに、移住・就業、移住・起業を
後押しするため、対象となる中小企業等への就業者及び起
業者へ移住支援金を支給する。

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

437 静岡県

438 静岡県

439 静岡県

440 静岡県

441 静岡県

442 静岡県

443 静岡県

444 静岡県

445 静岡県

446 静岡県

447 静岡県

448 静岡県

静岡市

静岡市

浜松市

浜松市

沼津市

沼津市

富士市

磐田市

焼津市

藤枝市

菊川市

牧之原市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

静岡市「地域経済牽引事業」首都
静岡市の全域
圏プロモーション支援計画

地域未来投資促進法「地域基本計画」の支援対象となる、
今後地域経済をけん引する成長分野の企業支援を推進する
ために、首都圏におけるプロモーション拠点を「WeWork」
というコミュニティ型シェアオフィスに設置し、
・市内企業のプロモーションやビジネスマッチングの実施
・静岡市をビジネスで訪れる交流人口を拡大するためのツ
アーの実施
・交流人口拡大を、市内企業の人材確保や企業誘致につな
げるための活動
などを実施する。

地方創生推進交付金

計画本文

企業ＯＢ等の活用による中小企業
静岡市の全域
支援計画

本市では、「人生１００年時代に対応した高齢者が活躍す
るまち」の実現に向け、高齢者がそれぞれの経験や能力を
活かして働き続けることができる環境整備に取り組み始め
たところである。本事業は、企業ＯＢ等を活用した中宗企
業支援という視点において、課題を抱える市内中小企業
と、経験・スキル・知識・人材ネットワーク等を有する企
業ＯＢ等との出会いの場を創出することで中小企業の課題
解決を図るものであり、「中小企業支援」と「高齢者の活
躍の場の創出」双方の視点から取り組むことで、地方創生
に繋げていくものである。

地方創生推進交付金

計画本文

浜松市ＳＤＧｓで目指す多文化共
浜松市の全域
生都市推進プロジェクト

・SDGsのキーワードの1つである｢誰１人取り残さない｣社会
の構築には、多文化共生社会の実現が我が国におけるSDGs
推進の大きなポイントである。今後、入管法改正も手伝っ
て、外国人の増加が見込まれるが、外国人は単なる労働者
ではなく、市民の一員として受け入れるべきであり、教育
や雇用、社会保障などの社会統合政策の充実が求められ
地方創生推進交付金
る。
・人口減少・少子高齢化が加速する中、外国人市民も社会
の構成員としてまちづくりに主体的に参画できる環境整備
を進め、本市の地方創生につながる各種事業を実施するも
の。

計画本文

浜松市次代を見据えた産業イノ
ベーションと人材育成プロジェク 浜松市の全域
ト

将来にわたって持続可能な産業力を持つ都市を目指し、地
域経済の柱となる産業が複数存在する足腰の強い産業構造
への転換を図るとともに、次代の産業を担う人材を確保す
る。
具体的には、複合的な産業構造への転換を図るため、ベン
地方創生推進交付金
チャー企業支援（ベンチャー経営塾、ベンチャー支援アド
バイザー、ハッカソン）、成長産業創出支援（中小ものづ
くり企業IoT化支援）、商業振興支援（販路開拓支援）を実
施する。また、次代の産業を担う人材を確保するため、理
工系の課外特別講座を実施する。

計画本文

都市と自然が共生したコンパク
ト・プラス・ネットワークまちづ 沼津市の全域
くり推進事業

本市の顔であり都市拠点である沼津駅を中心とした中心
市街地や地域資源または居住地域との回遊性向上を図る取
り組みにより、新たな人の流れを創出し、にぎわいのある
都市形成を目指す。また、公共交通を見直し利用者満足度
を向上させるため利便性向上や利用促進に取り組み、利用
者本位のサービスを提供しまちづくりと一体となった体系
的な公共交通ネットワークを形成し、持続可能な公共交通
の構築を目指す。
これらの取り組みにより、本市が目指す都市と自然が共
生したコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを
推進する。

地方創生推進交付金

計画本文

公民連携の強化によるリノベー
ションまちづくりの発展的事業

沼津市の全域

これまでの取組みを通じた重点エリアに、遊休不動産を活
用した実事業をさらに集約し、事業間連携を促すととも
に、公共の空間や施設の活用・再編に取り組み、事業効果
の面的展開を図るのと併せ、民間の稼ぐ仕組みを検討する
ことで持続的なエリア再生を目指す。また、地元人材の育
成及び活用により、本事業の民間主導による自立・自走化
を実現する。さらに、起業を志す者が集い・学び・交流で
きる場の提供、女性や若年者向けセミナー等の開催、求
人・求職双方へのＵＩＪターン支援強化などを通じ、持続
的に人材輩出される仕組みを構築する。

地方創生推進交付金

計画本文

富士市の全域

本市では、２０歳から２４歳の若い世代人口の転出超過が
進んでいる。高校生を対象としたアンケートによると「希
望する就職先が無い。」が一番多くなっている一方、「希
望する職があれば富士市で働きたい。」と回答した高校生
は７割近くおり、若い世代に選ばれる企業の創出が必要と
されている。このため、に多く立地している製造業の中小
企業の事業の高度化と製造業以外の多様な業種の企業を創
出していくため、「起業創業等」、「新産業創出」、「事
業承継」の３分野において連携した支援体制を構築し、総
合的な企業支援に取り組む。

地方創生推進交付金

計画本文

磐田市の全域

少子高齢化社会において、地域住民や外国人の力が重要に
なる中で、市民活動センター、男女共同参画センター、国
際交流協会をワークピア磐田に整備する。ワークピア磐田
は、指定管理者による民間の運営であり、また昨年度にお
いて、コワーキングスペースを新たに設置し、女性を中心
とした起業・創業者を増やし地域経済の活性化を図ってい
る。これらと、連携することで、ワンストップの相談窓口
や女性の働き手確保や外国人材の活用につながる。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

スマイルライフやいづプロジェク
ト（新元気世代推進事業）～人生
焼津市の全域
１００年時代の活力ある暮らし創
造事業～

課題解決に向けた全体的な流れとして、社会との関わりが
希薄となっている高齢者に対して、ステップ１．社会参加
の啓発及びモデル事業への参加の呼びかけ ⇒ ステップ
２．自分自身に合った社会参加スタイルの発見と活動の実
施のサポート ⇒ ステップ３．高齢者の社会での活躍の場
の創出と提供という流れでアプローチしていく。

地方創生推進交付金

計画本文

藤枝版コンパクト＋ネットワーク
型ＣＣＲＣ 高齢者が活躍するま 藤枝市の全域
ちづくり

本市のコンパクト・シティの取組は、10年連続の転入超過
など、地方創生に一定の成果をおさめた。一方、市域の７
割を占める中山間地域の高齢化など、地域課題も抱えてい
る。これまでターゲットとしてきた若者や子育て世代に加
え、高齢者の視点に立ち、各地域の魅力を高めるコンパク
ト＋ネットワークを深化させた「藤枝版コンパクト＋ネッ
トワーク型ＣＣＲＣ」により、暮らし、雇用、健康、交流
を結びつけ、持続可能で活力ある健全な都市を築き、市民
の誰もが、生涯にわたって生き生きと活躍するまちの実現
を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

賑わいと活力を生み出す都市づく
り～菊川市庁舎東館を核とした賑 菊川市の全域
わいの好循環創出～

市民が集い、賑わいの場となる多目的スペースや地域コ
ミュニティセンター、市民協働センターの機能を備えた複
合施設菊川市役所庁舎東館（2020年供用開始を目指し整
備）を核とし、JR菊川駅から庁舎東館周辺エリアのまちの
賑わいを市民の力により再生し、将来的に鉄道を挟んだ南
北の人の流れを創り、賑わいを南口のみならず北側へと波
及させ、まちの賑わいを拡大し、第２次菊川市総合計画に
位置づけた将来都市構造「賑わいと活力を生み出す都市づ
くり」の実現を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

持続可能な観光経済圏の形成によ
る活力あるまちづくり、人づく
牧之原市の全域
り、仕事づくり

牧之原市では、東日本大震災を機に人口減少が加速し、
中でも若者と女性の減少が顕著となっている。また、市内
には若者や女性が求める職種が少ないため、Ｕターンの増
加も難しい状況にある。このことから、(一社)まきのはら
産業・地域活性化センターを中心として、現在の海水浴一
辺倒の観光の形態を打破し、市が有する自然、特産品など
の地域資源の活用より、市内の観光業における起業や多様
化を促進するとともに、市のブランドイメージの定着と認
知度を高め、活性化を図り、若者や女性が働きたい、住み
たいと思うまちづくりを進める。

地方創生推進交付金

計画本文

富士市企業の未来創造プラット
フォームプロジェクト

市民が集う新たな拠点整備

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

449 愛知県

450 愛知県

451 愛知県

452 愛知県

453 愛知県

454 愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

455 愛知県

愛知県

456 愛知県

愛知県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半
田市、春日井市、豊川市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城
市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、
新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高
浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須
市、北名古屋市、みよし市、あま市及び長久手市、愛知県
愛知郡東郷町、西春日井郡豊山町、丹波郡大口町及び扶桑
町、海部郡蟹江町及び飛島村、知多郡阿久比町、東浦町、
南知多町及び武豊町、額田郡幸田町並びに北設楽郡設楽
町、東栄町及び豊根村

457 愛知県

458 愛知県

459 愛知県

460 愛知県

名古屋市

名古屋市

豊橋市

岡崎市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

ダイバーシティによる人材確保プ
愛知県の全域
ロジェクト

外国人、若者、女性、障害者に注目し、性別・年齢・国
籍・障害の有無にかかわらず、元気で安心して働き・暮ら
し・活躍できる「ダイバーシティ」社会を確立し、多様な
人材の労働参加を促すことで、本県の持続可能な発展につ
なげる。

地方創生推進交付金

計画本文

「スタートアップ・新連携」と
「近未来技術」によるあいち産業 愛知県の全域
力強化戦略

本県のモノづくり企業が保有する最先端の技術等を、ス
タートアップ企業を始めとする様々な新ビジネスと融合さ
せることや、世界をリードする次世代産業の育成を図り、
革新的技術・サービスや、新市場を生み出していくこと
で、新たなイノベーションを創出しつづけることのできる
土壌を地域全体で形成し、我が国の「稼ぎ頭」としてのゆ
るぎない地位を確立する。

地方創生推進交付金

計画本文

観光による地域の「稼ぐ力」増進
愛知県の全域
事業

有利なアクセス環境と本県らしいコンテンツの魅力づくり
やターゲットを絞るなどして国内外に強力に発信して誘客
を進め、あわせて、周遊性を高めることで、「モノづく
り」に加え、「観光」でも稼げる地域を目指していく。

地方創生推進交付金

計画本文

愛知産農林水産物の需要フロン
ティア拡大事業

愛知県の全域

本県の農林水産物の品質の高さといった強みや、海外から
の関心の高まりといった機会を生かし、特に海外・県外の
消費者に向け、訴求力のあるＰＲや取引につながる商談支
援を行うことなどにより、県産農林水産物の需要フロン
ティアを一層拡大し、本県農林水産業の「稼ぐ力」を強化
する。

地方創生推進交付金

計画本文

愛知県の全域

出産・育児等を機に離職した女性の再就職を支援するとと
もに、企業におけるテレワークの導入を促進する事業を実
施し、働く環境を整え、女性の雇用拡大と職場定着を図
る。これにより、「愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦
略」で基本目標として掲げている「結婚・出産・子育て環
境づくり」や、日本一を誇る製造業をはじめとする本県産
業の魅力ある「しごとづくり」の実現を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

あいち「新しいひとの流れ」促進
愛知県の全域
プロジェクト

東京圏を始めとする他地域からの訪問者（交流人口）、
ファン・サポーター（関係人口）を増やすことをきっかけ
に、将来的には、そこから関係人口を通じた情報の拡散・
周知等によるさらなる関係人口の拡大（人が人を呼ぶ仕組
み）や、実際の移住・定住の実現につなげていく、「交流
人口」、「関係人口」、「定住人口」という新しい人の流
れ、さらにはその好循環を創り出していき、地域の発展を
通じ県全体が飛躍していくことを目指す。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

あいちのスマート農業技術・教育
愛知県の全域
拠点整備プロジェクト

国の「農林水産業・地域の活力創造プランが掲げる「品種
やブランド力など「強み」のある農産物を実需者等と連携
して開発」することができ、地域におけるブランド力をさ
らに強化することが可能となることで、生産者の所得向上
や戦略的な輸出品目の創出にもつなげることができる。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

愛知県首都圏人材確保支援・創業
愛知県の全域
支援事業

東京圏在住者に本県で働くこと、起業することの魅力を十
分に発信することにより、本県への移住を促進し、東京一
極集中にストップをかけるとともに、人手不足を解消し、
今後も、本県が活力を維持し、日本の産業・経済を牽引す
る役割を果たしていく。

地方創生推進交付金

計画本文

働きやすい企業の創出によるナゴ
名古屋市の全域
ヤの活性化プロジェクト

名古屋市は就職期の若者を中心に東京圏に対し、転出超過
の状態にあり、「就職」等仕事をきっかけとした転出が多
くなっている。そのため、企業の働き方改革関連法への対
応を支援する等、働き方改革を推進する。また、女性・外
国人材が活躍できるように、企業への情報提供を行い、女
性・外国人材が活躍できる職場づくりを支援する。さら
に、中小企業の人材確保に関する伴走的な支援を実施し、
求職者に対する企業の魅力発信との相乗効果により、若い
世代の市内企業への就労を促進し、名古屋圏在住者の定着
を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

イノベーション都市ナゴヤの実現
に向けた「なごやみらい企業・女
名古屋市の全域
性スタートアップ創出プロジェク
ト」

自動車・ものづくりを中心に発達してきた名古屋圏におい
ても、ＩＣＴを活用したイノベーションの創出や新たな産
業構造・ビジネスモデルへの対応が急務となっている中、
ものづくり技術とＡＩ等先端ＩＣＴ技術との融合による新
たな価値づくりを支援していく。女性スタートアップをは
じめとする女性が名古屋で活躍できる機会を創出し、名古
屋の産業の弱点である若い女性の東京圏への流出抑制を図
る。産学官金による支援プラットフォームを構築するとと
もに、ＳＮＳ等を活用した情報発信により、東京圏の企業
や女性起業家へのリーチを図る。

地方創生推進交付金

計画本文

近未来技術等を活用した「ＡＩケ
豊橋市の全域
アシティ」形成計画

介護、健康づくり、教育、子育て支援の現場などに近未来
技術等を活用したシステムを導入し実用性を高め社会実装
を図る。具体的には、「ＡＩを活用したケアプラン作成支
援システム」を普及させ、要支援者等の自立支援を促すと
ともに、介護職の人材不足の解消を目指す。また、ＡＩを
導入した健康管理アプリの開発等により自主的な健康づく
りを促し医療費等の削減等を目指す。さらにＡＩを活用し
た市民相談への対応等を行うシステムを構築し、様々な相
談への対応に用いるほか分身ロボットを活用し、児童生徒
へのケアを行う。

地方創生推進交付金

計画本文

市街地隣接林業地の地理的優位性
岡崎市の全域
を活かした林業六次産業化の推進

本市の林業は古くから盛んであり、積極的に枝打ち等が行
われるなど、基幹産業として栄えたが、木材価格の低迷等
により林業が衰退し、森林整備も十分に行われていない。
森林整備を進め、森林が有する多面的機能の向上を図るた
めにも地域林業の活性化は不可欠である。これら課題解決
のため、林業による地域活性化に実績のある企業と本市木
材関係者等が連携し地域商社設立を図る。商社は岡崎市産
材に新たな付加価値を付与し、販路拡大に取組むことで、
岡崎市産材のブランド化を進める。それにより地域林業の
活性化を図り森林整備を促進する。

地方創生推進交付金

計画本文

女性の新規就業促進事業

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

461 愛知県

462 愛知県

463 愛知県

464 愛知県

465 愛知県

466 愛知県

467 愛知県

468 愛知県

469 愛知県

470 愛知県

471 愛知県

472 愛知県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

半田運河を核とした「ファンだ市
半田市の全域
民」倍増プロジェクト

本事業は、本市の歴史・文化が感じられる半田運河を皆の
誇りとなり得るコンテンツにするため、半田運河を含めた
中心市街地が市内外の人にとって“日常的に足を運ぶ場
所”となるよう、来訪者や関係者の増加策と中心市街地の
活性化推進策を並行して行い、その相乗効果により、関係
人口（”ファンだ市民”）の創出・増加を図り、地域内外
の消費の増加や移住・定住の予備軍となる裾野を広げてい
くものである。

地方創生推進交付金

計画本文

「子はかすがい、子育ては春日
井」推進計画

市民が実感している「都会過ぎず、田舎過ぎずバランス
がいい」、「名古屋市への通勤が便利」という本市の強み
に、「市内での就労」や「子育てのしやすさ」を加え、仕
事と子育ての両立できる「働きながら子育てしやすいま
ち」をめざす。

地方創生推進交付金

計画本文

様々な生活シーンに対応し、社会
インフラと協調する、先進モビリ 豊田市の全域
ティ活用事業

本市は、これまでに培ってきた交通基盤や実証成果などを
ベースに、市民や企業との共働、ＩＴＳ（高度道路交通シ
ステム）やＩＣＴ（情報通信技術）などの最先端技術、Ｔ
ＤＭ（交通需要マネジメント）などを活用しながら、モビ
リティ（移動）の質の向上と、それらをかしこく使える環
境づくりを行うことで、移動の選択肢を増やし、１人ひと
りの暮らしやすさやまちの魅力・活気・交流を高めること
を重視した交通まちづくりを進め、世界に誇れる「かしこ
い交通社会」の実現を目指している。

地方創生推進交付金

計画本文

ものづくり産業の高度化及び産業
安城市の全域
の多様化推進事業

本市の強みであるものづくり産業を高度化させる一方で、
ものづくりだけに頼らずに済むよう産業の多様化をもたせ
るため、2017年10月にオープンした包括的ビジネスサポー
トセンター（ABC)を核として中小企業支援、創業支援、企
業間連携、女性活躍推進のレベルを一段と高める取組を行
う。また、創業を始める者のインキュベーション施設とし
てコワーキング施設を運営する。

地方創生推進交付金

計画本文

２人の、家族の、愛を確かめる
安城市の全域
デンパークリニューアル整備計画

産業に多様性を持たせるため、弱点である観光業の振興に
よるまちおこしを行う。デンパークは、本市の観光入込客
数ナンバーワンの施設であり、平成12年のオープン時には
年間120万人もの来場者に恵まれていた。しかしながら施設
の老朽化や魅力の低下により、今では年間56万人程度の来
地方創生拠点整備交付金
場者に留まっている。そこで、本交付金を活用し、デン
パークに未来への投資に繋がる先導的な施設を整備するこ
とで、来場者の増加を始めとした経済波及効果の押し上げ
のみならず、子育て世代に魅力的なまちとして定住人口の
増加にも一体的に取り組む。

計画本文

市民総活躍に向けた多世代交流・
蒲郡市の全域
地域の学び拠点整備計画

地域住民との市民協働により施設の再編案を検討し、地域
の特性や特徴を反映した地域の拠点となる多世代・多文化
交流施設を蒲郡市立竹島小学校の敷地内に建設する。地域
住民が集まる拠点を一箇所に集約し、学校内の空き教室な
どを活用し、地域と学校との共有スペースとすることで子
育て支援機能、高齢者支援機能、多世代交流機能など持つ
施設とする。本事業により地域の課題となっている希薄と
なっていた地域コミュニティの活性化・地域全体となった
まちづくりの推進を図る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

観光のまち「がまごおり」スポー
蒲郡市の全域
ツツーリズム推進プロジェクト

愛知県で最大の宿泊観光地である本市の強みを活かし、ス
ポーツを通じて市内観光への誘導や宿泊につなげることの
できるスポーツツーリズムを推進する。
そのため、合宿や大規模大会の誘致を目指し、市内で唯一
硬式野球ができる野球場を、スコアボードを電光掲示化す
るなど全面的なリニューアル改修を行う。
野球場を新たな拠点として、スポーツツーリズムを本市の
地域活性化の新たな柱として推進することで、地域ブラン
ドの向上、市内経済の活性化、観光交流人口の増加などに
つなげ、地域経済全体を好循環へとつなげる。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

観光を産業の柱へ！！みんなが潤
犬山市の全域
うまちづくり事業

本市が有する多くの課題に対して、「勘と経験」ではな
く、数値（データ)をもとに方針と戦略を整え、解決にあた
る。「シェアリング」の仕組みを用いて参入のハードルを
下げ、事業者を始めとして若者から高齢者まで誰もが気軽 地方創生推進交付金
に観光産業に参画できる場と機会を作り、新たな特産品開
発など、ビジネスの創出も促すことによって、将来におい
ては観光を大きな産業に成長させる。

計画本文

伝統文化を活用した観光コンテン
犬山市の全域
ツ造成のための施設整備計画

からくり文化の発信拠点となる施設を整備し、観光振興の
場・にぎわい創出の場として活用することにより、交流人
口の増加を図るとともに施設を利用した体験型観光メ
ニューの造成や、犬山祭、からくりに関連した商品の開
発・販売などにより市内の観光収入の増加を目指す。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

知立市地域経済メキメキ活性化プ
知立市の全域
ロジェクト

知立市の課題は、総人口がピーク時に比べ2045年に約２％
減にまで落ち込む人口減少と、それを今後加速させる市内
における雇用機会の減少である。このまま雇用機会の減少
ひいては人口減少が進行した場合、市内経済の衰退は必至
である。この課題に対応するため、「企業立地推進事業」
及び「企業立地等補助事業」を段階的かつ一体的なプロ
ジェクトとして実施することで、市内企業の市外流出の阻
止及び拡充支援並びに市外から企業を誘致し、市内企業の
雇用機会の創出及び活性化を図る。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

豊明市

花で起こす！豊明ローカルイノ
ベーションプロジェクト推進事業 豊明市の全域
計画

これまでに商品化したエディブルフラワーを使用した菓子
等花関連商品の販路開拓を行い、消費の拡大を行う。ま
た、日本一の取扱量を誇る花き市場のある豊明市全体を大
きな市場と捉え「とよあけ花マルシェ」としてＰＲし、市
外からの誘客を行うことで地域の活性化を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

豊明市

マチぐるみで雇用定着を支援する
コミュニティ・リクルーティン
豊明市の全域
グ・プロジェクト

本計画は、雇用対策の一環として若年者の雇用定着支援を
企業と新入社員に対し実施し、働きやすい職場環境をつく
り、長期にわたり継続した雇用を促進し、担い手の促進及
び定住促進策に寄与するための計画である。

地方創生推進交付金

計画本文

半田市

春日井市

豊田市

安城市

安城市

蒲郡市

蒲郡市

犬山市

犬山市

知立市

春日井市の全域

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

473 愛知県

474 愛知県

475 愛知県

476 三重県

477 三重県

478 三重県

479 三重県

480 三重県

481 三重県

482 三重県

483 三重県

484 三重県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

渥美半島の波に乗る「たはら暮ら
田原市の全域
し」創生プロジェクト

田原市の観光や農業などの地域資源を活用し、多様な主体
と連携しながら、新たに立ち上げる「たはら暮らし定住・
移住サポーター制度」を運用し、官民一体となった定住・
移住者の受入体制の整備・強化を図ることにより、本市へ
の更なる定住・移住促進につなげる。併せて、体験型観光
による交流人口の拡大や創業支援等による起業・就業支
援、地域活性化を図るなど、定住・移住の推進と、交流人
口の拡大、雇用・就労機会の創出を柱に、各事業が有機的
に連携することにより、定住・移住を促進する。

地方創生推進交付金

計画本文

愛知県知多郡東浦町

知多と三河の結節点から発信する
「住みたい・住み続けたい」まち 愛知県知多郡東浦町の全域
創出プロジェクト

（１）子育て世代の獲得に向けた子ども・子育て支援
（２）コンパクト・シティの実現に向けた駅周辺再整備と
町運行バス「う・ら・ら」の利便性向上
（３）近隣市町への交通結節機能の強化
（４）外国人住民の住みやすさ向上による定住促進
（５）若年層留置のためのシビックプライドの醸成と景観
まちづくりによる地域の価値向上
（６）町を知り、訪れてもらうためのきっかけづくり

地方創生推進交付金

計画本文

愛知県知多郡南知多町

①県宅建協会を中心に専門家団体と連携し、空き家利活
用セミナーの開催と、空き家所有者に専門家を派遣し、利
活用のアドバイスを実施する。
②町空き家バンク制度の物件調査や書類作成を外部委託
する。
空き家利活用を核とした移住定住
愛知県知多郡南知多町の全域
③空き家と仕事と地域事情をワンセットで情報発信し、
促進プロジェクト
マッチングを行う。
④移住者が地域に溶け込める事業をまちづくり協議会な
ど地域団体が実施する。
⑤商工会など地域の産業団体と連携し、仕事情報を充実
させる。

地方創生推進交付金

計画本文

三重ファン倍増に向けた戦略的観
三重県の全域
光マーケティング事業

県内各地域で魅力ある旅行コンテンツが活発に創生される
とともに効果的な情報発信と広域連携による周遊が進み、
国内外から多くの観光客が訪れることを目指す。また、訪
れた観光客のデータを即時に収集・分析するデータに基づ
いたマーケティングの基盤を構築し、それを生かした商品
開発、情報発信が効果的に展開されることで観光業が「稼
げる産業」となり、新たな働く場が生み出されることで地
域が活性化し、若者を中心に県内外の人材の定着が進むこ
とを目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

三重から始めるダイバーシティ社
三重県の全域
会推進プロジェクト事業

選ばれる三重になるため、①県のダイバーシティ社会推進
方針の考え方の浸透と、ＬＧＢＴをはじめとする多様な性
のあり方への社会の理解促進、②全国に先駆けた農林水産
と福祉の連携の仕組みづくり（ダイバーシティ経営モデ
ル）など、三重ならではの多様な社会づくりという、地方
創生の新たな取組を進める。

地方創生推進交付金

計画本文

地域魅力発見・課題解決等による
三重県の全域
人づくりを通じた地域活性化事業

地域を学び場とした地域課題解決型の新しい教育モデルを
構築し、生徒が地域課題や地域の特色ある産業を題材に地
域住民や職業人と関わりながら課題解決に取り組むことを
通じ、これからの社会の変化に対応できる「生きる力」を
地方創生推進交付金
育む。また、高校での学びに地域が主体的に関わること
で、地域への愛着だけでなく、将来、地域に戻り貢献した
いと思う気持ちや、起業などで、地域の将来を担う人材を
育む意識をもつことができ、地域の活力にもつなげる。

計画本文

新たな未来を切り拓くみえスマー
三重県の全域
ト農林水産業の推進

地方の基幹産業の一つである農林水産業において、ＩＣＴ
等の活用により、生産技術の見える化、作業の自動化・効
率化等を重点的に進め、誰もが働きたいと感じる魅力ある
「しごとの場」を創出し、地方における新規就業者の増加
や定着率の向上につなげるとともに、もうかる農林水産業
の実現をめざす。

地方創生推進交付金

計画本文

県外の若者と地域の「思い」をつ
三重県の全域
なぐきっかけづくり事業

首都圏等をはじめとした若者と、担い手不足・後継者不足
に悩む中小企業や小規模事業者、廃業により利用されなく
なったもののまだまだ使用できる農業・漁業に係る施設や
設備をマッチングするとともに、県外大学等へ進学した学
生へ県内企業の魅力や就職情報を伝え、Ｕ・Ｉターンしや
すい環境をつくることで、三重県に新しい人の流れをつく
り、若者等が安心して働くことができる農業・漁業の実現
や、地域に必要とされる価値ある事業の創出・存続・再成
長を通じて地域の活性化を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

桑名市

住吉地区および七里の渡し周辺の
桑名市の全域
まちづくり推進事業

桑名市の住吉地区および七里の渡し周辺は、桑名の歴史と
文化の中心であり、この地域の魅力や価値を桑名ブランド
として戦略的に事業展開し、エリアマネジメントを担う
「都市再生推進法人」を設立することを当該エリアのビ
ジョンとする。継続的にエリアマネジメントをしていくこ 地方創生推進交付金
とで、新たな賑わいを生み出し交流人口の増加につなげて
いき、地域の活性化を図る。事業期間内の2021年は、慶長
の町割りから420年の節目の年であり、21世紀の新たな「桑
名のまちづくり元年」と位置付けていく。

計画本文

名張市

市民総活躍によるなばり元気継続
プロジェクト～人材を磨き、地域
名張市の全域
資源を生かし、もの・仕事をつく
り、名張の元気を継続する～

新規創業者を増やすことによる経済の活性化を目指す
が、新規創業者＝新規事業所だけではなく、新規創業者が
老舗の事業を承継できるような仕組みづくりにも力を入
れ、かつ、市外者からの移住を含めた新規創業者、事業承
継者の獲得を行う。

地方創生推進交付金

計画本文

赤目四十八滝 『忍者・自然・精
神』ニューツーリズム創造事業

名張市の全域

『忍者・自然・精神』をテーマに、国内はもとより、欧
米系外国人をターゲットに赤目四十八滝渓谷の自然（植
物、生物、地質）と修験道や忍者のルーツとの関わりにつ
いて、学術研究会の開催や「（仮称）忍者塾」の開講、
「忍者修行体験ツアー」など、本市特有の滞在型・体験型
の新たな観光商品の造成と世界発信による観光誘客に取り
組む。また、こうした取組の核として現在、赤目四十八滝
の総合案内窓口として利用している旧旅館跡の未利用部分
を活用し「(仮称)なばり忍者ミュージアム」として整備す
る。

地方創生推進交付金

計画本文

鳥羽市スポーツ・文化交流拠点整
鳥羽市の全域
備計画

本市では、鳥羽中央公園に運動施設を整備し、市民が健康
的に生活することで健康寿命の延伸による介護保険、医療
費などの行政コスト低減に取り組んでいるものの、人口減
少が続いており、転出の抑制と転入を促進する施策に取り
組んでいる。増築する文化ホール及び屋外ステージを備え
たサブアリーナを新たな魅力や価値を付加する交流拠点と
することにより、施設の利用増を図り、賑わいの創出を目
指すこととした。また、合宿誘致による観光をきっかけと
した市民との交流から、暮らしの場としてのまちの魅力を
伝え、移住及び定住促進を図る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

田原市

三重県

三重県

三重県

三重県

三重県

名張市

鳥羽市

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

485 三重県

486 三重県

487 三重県

488 三重県

489 三重県

490 三重県

491 三重県

492 三重県

493 三重県

494 滋賀県

495 滋賀県

496 滋賀県

鳥羽市

いなべ市

いなべ市

伊賀市

伊賀市

伊賀市

伊賀市

地域再生計画の名称

活用する支援措置

計画本文

鳥羽市水産研究所を核とした「と
鳥羽市の全域
ばうみ」再生計画

鳥羽市水産研究所がこれまで培ってきた藻類研究の経験や
知見を最大限に発揮していくため、当該研究所を鳥羽本土
側へ移転させることで研究機能の強化を図り、「鳥羽の
海」が持つ強みを大学や研究機関といった多様な主体とと
もに研究し、多分野の人々による交流を創出する地域密着
型水産振興拠点として発展させる。また、これらの構築に
より、地域水産業が活性化し、産業間連携による地域生産
力の向上、漁業者の所得向上、漁業と並ぶ主要産業である
観光業との連携による地域経済の発展を目指す。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

グリーンクリエイティブいなべの
いなべ市の全域
推進によるＩＮＡＢＥづくり

観光振興を核とした農業振興や商工振興等の事業展開によ
り更なる観光交流人口の拡大と、観光交流人口から移住や
起業・創業へとつなげ、市内を回遊する仕組の構築と新た
な事業を展開行う。また、地域資源を若者や都市住民に受
け入れられるように磨き上げることができる能力や都市住
民が求めるニーズに合った事業を創出できる能力を持った
人材確保と全体を有機的につなぐことができる人材確保を
行う。更に、ふるさと納税等により市を応援していただい
ている方との絆づくり事業を進め、継続的に市を応援して
もらえる関係人口の拡大を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

健康未来都市いなべ推進事業

「健康」をまちづくりの魅力ととらえ、人口減少抑制に
対する取組みとして、幼児・小学生・中学生・成人・高齢
者に至るすべての世代に渡る新しい健康づくりシステムを
行政、民間、大学、地域などと連携・協働し段階的に構築
する。 当該事業を効果的・効率的に進めるため「健康
データ解析事業」と「スポーツ健康づくり事業」を有機的
に組み合わせ実施することで個々の健康データ管理による
「健康未来都市いなべ」を推進し、誰もが健康なまちとし
ての魅力により都市部の定年前後世代やセカンドキャリア
希望者を受け入れる。

地方創生推進交付金

計画本文

忍者を入り口・切り口とした選ば
伊賀市の全域
れる「忍者市」への再生

「忍者の心技体」を感じる新たな価値観の創造を基本コ
ンセプトとして、市全域を忍者のテーマパークと見立て、
忍者の歴史・文化を感じてもらえるような体験や着地型観
光プログラムの造成などと関連付ける形で、忍者への興味
喚起や市内回遊のゲートウェイとなる拠点を整備するほ
地方創生推進交付金
か、DMO候補法人と連携し、忍者・観光ビジネスの地域プレ
イヤー発掘育成プログラムなどの人材育成事業を行うこと
で、市内外から多様な主体が参画・連携できる環境を整
え、地域の活性化を図ります。

計画本文

伊賀市若者会議を核としたＩＧＡ
ＢＩＴＯ育成プラットフォーム形 伊賀市の全域
成事業

「インクルージョン地方都市」として様々な価値観が交じ
り合う、魅力溢れるこの地域に生まれ育った若者の「住み
続けたい」「また帰ってきたい」という思いを育み、進学
等の理由で一度転出した若者も含め、将来にわたって伊賀
に住み、または伊賀に関わり続けていく人を増やしていく 地方創生推進交付金
ため、本市は、「自らが地域の担い手となり、より良い伊
賀を創る意識と実行力を持った若者」を「IGABITO（伊賀び
と）」と定義し、IGABITOの育成・発掘に取り組むととも
に、IGABITOが実際に地域に根付くための支援を行います。

計画本文

伊賀市古民家等地域再生活用計画 伊賀市の全域

栄楽館を整備し拠点施設として位置づけ、観光客やインバ
ウンド客が訪れるフロント機能を設け、地域住民も利用で
きる複合施設として整備を図る。活用方法は、ホテルの客
室、レストラン、物産店などを設け、並行して、空き家２
棟を改修し、2020年の東京オリンピックまでに第1期開業を
地方創生拠点整備交付金
行う。また、第2期、第3期…は、収益を原資に空き家の活
用を順次進め、2025年の大阪万博を焦点に整備を進め、継
続的に整備を進め官民一体となって、集客を行い、街中等
の回遊性を高め、地域経済の活性と観光振興、産業振興、
文化振興に繋げる。

計画本文

「肉の横綱
備計画

平成30年4月1日に、伊賀市を管轄していた伊賀北部農業協
同組合と、名張市を管轄していた伊賀南部農業協同組合が
合併し、伊賀ふるさと農業協同組合がスタートしたこと
で、伊賀牛の飼育地として定義される伊賀管内（伊賀市、
名張市）の畜産振興の中心を担う体制が整いました。今後 地方創生拠点整備交付金
は、行政に代わってJAが中心となり、販売者（伊賀食肉組
合）と生産者（協議会など）を結び、畜産業に関わる川上
から川下までの関係者の一本化を進めながら、畜産公社や
CBSの設立に向けた調査研究、合意形成を進めていきます。

計画本文

斎宮跡を中心とした観光振興を推進するうえで遂行主体と
なる観光DMOが設立され、観光の核となる観光資源や施設も
整いつつある。現段階では観光客数は大幅に伸びておら
ず、町への来訪者が長く滞在してもらうための宿泊や飲
食、体験プログラム等も充実を図る必要がある。
地方創生推進交付金
また、地域の特産品を活かした産業振興も課題であり、
様々な課題にトータルで取り組んでいくことが必要であ
る。この取り組みにより町の魅力がアップし、来訪者増に
つながるほか、域内でのモノの消費や購入、宿泊などによ
り域内の経済も活性化することが期待される。

計画本文

伊賀牛」振興拠点整

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要

いなべ市の全域

伊賀市の全域

地域再生計画の概要

三重県多気郡明和町

明和町地域経済活性化をめざす観
三重県多気郡明和町の全域
光振興・産業活性化計画

三重県南牟婁郡御浜町

本事業は、町の中心である「道の駅パーク七里御浜」周辺
エリアに、DMC（ダイレクト・マーケティング・センター）
機能を備え、着地型観光の拠点となる「七里御浜ビジター
道の駅パーク七里御浜周辺エリア
センター」を一体的に整備することで、地域経済と地場産
ビジターセンター整備プロジェク 三重県南牟婁郡御浜町の全域 業の活性化に取り組みます。さらに、民間事業者による宿 地方創生拠点整備交付金
ト
泊施設の進出を契機に、当地域を訪れる旅行者のニーズを
的確に捉えるとともに、集客交流人口の増加に向けた取り
組みを進めることで、まちの賑わいの創出と持続可能なま
ちづくりに取り組みます。

滋賀県

滋賀県

滋賀県

計画本文

滋賀県の全域

・滋賀県外国人材受入サポートセンターの設置・運営
改正入国管理法の施行にともない、新たな在留資格を有
する外国人材等の受け入れを希望する企業の増加が見込ま
れることから、県内企業向けの相談窓口として「滋賀県外
国人材受入サポートセンター」を開設する。
・既存の就労支援窓口における多言語対応
県が設置している４か所の就労支援窓口において、外国
人材の就労相談に対応できるよう多言語翻訳機を導入す
る。

地方創生推進交付金

計画本文

多様な人材の就業創出プロジェク
滋賀県の全域
ト

各種媒体を用いた広報により、各就労支援施設をこれま
で利用するに至っていない新たな支援対象者の掘り起こし
および就労意欲の喚起を図るとともに、セミナーや就職面
接会を実施し、利用者に応じたきめ細やかな支援を可能と
することで、地域の産業を担う労働力不足に対応する。併
せて、企業向け相談窓口の設置やセミナーにより受け皿と
なる企業の職場環境改善等に取り組む。

地方創生推進交付金

計画本文

ふるさとのセタシジミ増殖拠点整
滋賀県の全域
備計画

セタシジミの種苗生産技術開発拠点である滋賀県水産試
験場の既存施設を模様替えし、餌（植物プランクトン）の
培養、水質管理および水温調整を集約的に行える施設を整 地方創生拠点整備交付金
備する。これにより種苗の生産効率を高め、現状の2倍とな
る2,400万個の種苗生産を可能とする。

外国人材受入プロジェクト

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

497 滋賀県

498 滋賀県

499 滋賀県

500 滋賀県

501 滋賀県

502 滋賀県

503 滋賀県

504 滋賀県

505 京都府

506 京都府

507 京都府

508 京都府

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

「戦国・琵琶湖」体験・体感ツー
滋賀県の全域
リズム深化プロジェクト

大河ドラマ「麒麟がくる」放映の機会を活かし、戦国時代
をテーマにした観光キャンペーンを展開し、本県に残る戦
国時代の観光コンテンツを中心とした魅力を発信する。ま
た、これまでの観光キャンペーンで実施した地域観光プロ
グラム等の成果も踏まえながら、周遊促進などに取り組む
とともに、受け入れ環境の整備、インバウンド誘客に取り
組み、地域全体としての観光客の満足度向上を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

滋賀県移住就業支援事業

滋賀県の全域

マッチングサイト「ＷＯＲＫしが」により、県内企業等の
魅力や求人情報等を効果的に発信するとともに、本県の魅
力ある暮らしぶりや移住に必要な情報を広く発信する。ま
た、移住による就業を後押しするため、東京圏から県内に
移住し対象中小企業等へ就業した者へ移住支援金を支給す
る。

地方創生推進交付金

計画本文

要因分析を活用した健康寿命延伸
滋賀県の全域
プロジェクト

働き世代を中心とした食生活や運動習慣の改善、高齢者自
身が健康を実感できないといった課題を解決するため、食
生活および運動習慣の改善を県民が実践していくための取
組、高齢者が健康を実感できる取組の推進、事業を県民み
なんなの取組に拡大し、事業効果を高めるとともに、自立
させていくための取組を行う。

地方創生推進交付金

計画本文

保育人材育成施設を拠点とした人
守山市の全域
材育成計画

保育所の設置と併せ、当該施設には、大学等の保育士養成
機関等との連携による「学びと交流」の場としての機能を
設け、市内の公民園の保育士や幼児教育職を対象とした研
修を実施し保育士等の資質の向上を図るとともに、潜在保
育士が社会復帰するに当たってのリカレント教育(学び直
地方創生拠点整備交付金
し)として座学及び実践研修の場、更には、子育て支援員の
養成など保育分野に関わる人材を広く育成することに加
え、子育てサロンの実施や子育てに関する情報提供等を行
うことで、保育士等の資質向上と人材の確保更には子育て
世帯へ支援を図る。

計画本文

信楽焼とローカルフードを軸とし
甲賀市の全域
た新産業特区事業

市内に集積する「信楽焼」や「茶」、「薬」など多くの
地場産業や自然循環型の農業で生産された農作物の地産地
消およびそれらを六次産業化するなど新たな動きを活発化
させ、経済をけん引する新しいビジネスモデルの構築を促
進し、経済の活性化と雇用の創出、地域の活性化を図りま
す。
産官学金が連携しローカルイノベーションを創出するこ
とで、「甲賀市で働きたい、働き続けたい」、「甲賀市に
住みたい、住み続けたい」と思われる魅力あるまちとな
り、地場産業の担い手となる人が集まることで、域内経済
の好循環を生み出します。

地方創生推進交付金

計画本文

オール甲賀によるまちづくり拠点
甲賀市の全域
形成事業

多元・多層の市民活動やワークライフバランスを推進
し、起業などにチャレンジする人、コミュニティビジネス
を応援する拠点として「（仮称）まちづくり活動セン
ター」を2019年度に開設します。
また、官民協働による取り組みや相談をワンストップで
受ける「まちづくりコーディネータ」を配置し、情報収
集・発信、まちづくりに関わる全ての市民、事業者のコー
ディネート、人材育成機能を発揮する官民協働のモデルを
構築することで、市民、団体、事業者等と共に地域を支え
る「オール甲賀のまちづくり」を目指します。

地方創生推進交付金

計画本文

地域・世代まるごと包括支援プロ
甲賀市の全域
ジェクト

本庁舎の統合により、現在は空きスペースとなっている
庁舎をリノベーションし、政策間連携、官民連携によるワ
ンストップの相談体制や、団体間の複合コワーキング機能
を整備します。
この取り組みの結果、子ども、障がい者、女性、高齢
者、移住者など多様な主体、団体が集い、多世代交流によ
るイノベーションを起こす場として、また、災害時におけ
る地域防災拠点として、地域経済の活性化と市民総活躍に
よる地方創生につなげます。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

ビワイチ拠点施設整備計画（農業
高島市の全域
公園マキノピックランドの２）

自転車で琵琶湖を一周するツーリズム「ビワイチ」の周遊
ルート上、重要な拠点施設となる「農業公園マキノピック
ランド」のレストランについて、快適な昼食休憩スペース
としての魅力向上と収容力向上を図る整備を実施し、サイ
クリストの誘客はもちろん、増加傾向にあるインバウンド
誘客も見据えた滞在時間延長、観光消費拡大による施設収
益増を図る。加えて、当施設に隣接する「メタセコイア並
木」の観光入込増とも併せて、食や物産振興等も含めた地
域経済活性化を図る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

ＭＩＣＥ効果の府域全体への波及
京都府の全域
促進プロジェクト

公益財団法人京都文化交流・コンベンションビューローを
設立し、積極的に国際会議を中心に誘致を実施。ＩＣＣＡ
（国際会議協会）の統計で東京に次ぐ日本第２位、世界で
も５０位に入る京都市を中心に多くの国際会議が開催され
ているが、京都市以外の府域には効果は少なく、京都市以
外の府域、そして会議参加者以外にもその効果を波及させ
交流人口の増加や企業活動の活性化を図り、地域活力の向
上を目指す。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

「和食の聖地」ブランディングに
よる和食文化産業化推進プロジェ 京都府の全域
クト

京都の主要産業である「観光産業」「伝統産業」「農林水
産業」の産業における需要の増、高付加価値化、産業の担
い手育成を同時に進めるため、
①観光消費額、特に飲食費の増加
②食品産業、食品加工業の売上増加
③伝統工芸品の生産拡大、海外輸出促進
④京都産ブランド農林水産物の生産拡大、輸出拡大
⑤「見える化」による産業のイノベーション
⑥若者の地域での雇用確保、起業・事業化支援
の取組を実施する。

地方創生推進交付金

計画本文

京都府

京都版女性等の就業加速化総合支
援・退職人材活躍支援プロジェク 京都府の全域
ト

女性の多様な就業ニーズに合致した就職支援を行い、これ
まで女性の進出が遅れている業種や人材不足業種の魅力発
信を通じた就業者希望者の増加を図り、京都の企業の人材
不足の解消と女性の更なる活躍促進による地域経済の底上
げを目指すとともに、女性の多様な就業ニーズに合致した
就職支援を行うとともに、これまで女性の進出が遅れてい
る業種や人材不足業種の魅力発信を通じた就業者希望者の
増加を図り、京都の企業の人材不足の解消と女性の更なる
活躍促進による地域経済の底上げを目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

京都府

亀岡市内の既存の自然・歴史・文化を活かした観光コンテ
ンツを活かし、亀岡市北部地域の千代川駅前に新たな観光
コンテンツを整備することで、点在していた観光コンテン
「角倉了以の水運」体験施設整備 亀岡市及び南丹市並びに京都 ツを面的な集積により亀岡市全域の周遊観光を可能とする
による地域再生計画
府船井郡京丹波町の全域
ことで、地域観光の促進を図る。また、インバウンドの
ニーズに応じた新たな観光コンテンツと観光ルートを整備
し、インバウンドを含め、当該地域への新たな集客により
地域の賑わいの創出を目指す。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

滋賀県、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、高島市、
東近江市及び米原市並びに滋賀県蒲生郡日野町並びに犬上
郡多賀町

滋賀県、彦根市、甲賀市、湖南市、東近江市及び米原市並
びに滋賀県蒲生郡日野町及び竜王町、愛知郡愛荘町並びに
犬上郡豊郷町及び多賀町

滋賀県、近江八幡市、甲賀市及び湖南市並びに滋賀県蒲生
郡日野町並びに愛知郡愛荘町

守山市

甲賀市

甲賀市

甲賀市

高島市

京都府

京都府

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

509 京都府

510 京都府

511 京都府

512 京都府

513 京都府

514 京都府

515 京都府

516 京都府

517 京都府

518 京都府

519 京都府

520 京都府

521 京都府

活用する支援措置

計画本文

京都府

スポーツを観て、楽しむだけでなく、ＡＲ・ＶＲも活用し
た様々な体験を行うとともに、次世代スポーツである「ｅ
スポーツ」の実体験とプロゲームが観戦できることで、京
京都スタジアムＶＲ・ｅスポーツ 亀岡市及び南丹市並びに京都 都スタジアムを中心とした亀岡駅周辺エリアを新たな「ス
交流施設整備による地域再生計画 府船井郡京丹波町の全域
ポーツ観光」の聖地として整備する。また、スポーツを核
としながら、当該地域の自然・歴史・文化とＡＲ・ＶＲを
活用した観光で組み合わせることで、新しいまちの賑わい
の創出を目指す。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

京都府並びに福知山市、舞鶴市及び京丹後市

ものづくり産業が集積する京都府北部７市町では、圏域全
体として中核市にも匹敵する公共サービスや都市機能を備
えた一つの経済・生活圏の形成を目指し、圏域全体の活性
福知山市、舞鶴市、綾部市、
化を図ってきた。こうした背景や、整備の進んできた高速
北部地域連携都市圏ものづくり産 宮津市及び京丹後市並びに京
道路網やそれに伴いアクセスの改善した日本海側拠点港
業都市創造プロジェクト
都府与謝郡伊根町及び与謝野
「京都舞鶴港」を活かした物流ネットワーク等を活用し、
町の全域
京都府北部においてものづくり産業の立地や交流等を促進
し、ものづくり産業都市とすることで地域産業の振興を目
指す。

地方創生推進交付金

計画本文

京都府、福知山市、舞鶴市、綾部市、亀岡市、京丹後市、
南丹市及び木津川市並びに京都府相楽郡和束町

京都府における移住支援・マッチ
ング支援、起業支援による地域再 京都府の全域
生計画

府内市町村と連携して就業のマッチング支援と一体となっ
た支援金の給付を伴う移住支援を実施し、首都圏から京都
府への人材還流の取組を強化するとともに、京都府の事業
所減少数は全国ワースト2位（2017年経済センサス）となっ
地方創生推進交付金
ていることから、移住支援による人材還流の取組と並行し
て、支援金の給付を伴う起業支援の取組を実施し、事業所
数の増加に向けた取組を強力に進め、目指す将来像の実現
を図る。

計画本文

京都府及び亀岡市

東京オリンピックが開催される2020年２月に、2002年W杯以
降に都道府県が整備する国際大会の開催基準を満たす念願
京都スタジアムを核とした賑わい 亀岡市及び南丹市並びに京都 の京都スタジアムがオープンする。京都スタジアムがこの
地方創生推進交付金
づくり推進プロジェクト
府船井郡京丹波町の全域
地域の地方創生の拠点だけでなく、京都北中部地域への
ゲートウェイとしての機能を十分発揮できるよう、京都ス
タジアムを核とした賑わいづくりを進めていく。

計画本文

京都市

京都市

京都市

京都市

福知山市

福知山市

福知山市

宇治市

南丹市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

留学生誘致からはじまるグローバ
ル人材育成と多文化共生のまち・ 京都市の全域
京都創造計画

インバウンド等の観光交流に留まらず，留学生誘致，その
後の市内就労・定住，それに向けた多文化共生のまちづく
りを促進することにより，本市の都市理念である「世界文
化自由都市」としての魅力を更に磨き上げ，外国の方々が
地域コミュニティ，あるいは，京都企業の新たな活力・担
い手として活躍することによって，京都全体が活性化とす
ることを目指す。
また，本市で学んだ留学生が，京都とゆかりを持ったグ
ローバルな人材として成長していくことにより，京都市の
更なる国際的な成長力強化につなげる。

地方創生推進交付金

計画本文

祇園祭創始から１１５０年～温故
知新・京都文化コンテンツ創生に
京都市の全域
よる文化を基軸としたまちづく
り・経済活性化計画

文化コンテンツ関連産業の活性化とそれを担う人材育成な
どを進めるとともに，京都の魅力を伝える重要ツールとし
て，文化コンテンツを国内外に展開していくことで，関係
人口の拡大による波及効果をもたらし，文化を軸にした経
済循環を創出する。
また，新・文化庁の京都移転，改正文化財保護法や京都市
立芸術大学の移転など，文化を取り巻く様々な環境を踏ま
えた取組を組み合わせ，京都の文化を対外的に活用・発信
していくための磨き上げを図る。

地方創生推進交付金

計画本文

大学・学生のまちの持続性向上と
学生や若者の市内就労・定着促進 京都市の全域
計画

多数の大学が立地し，毎年，市内外から多くの学生が集
い，世界にも通用する学術研究が進められる本市の大きな
強みを活かし，大学のまち・学生のまちとしての魅力をこ
れまで以上に広く発信し，大学生の京都への愛着をより高
いものに引き上げるとともに，「京都愛」の醸成を好機と
した京都企業への就職促進と，それに対応していくための
京都企業の事業拡大に向けた支援に取り組むほか，起業・
創業等に向けた支援を促進することにより，若い世代の市
内への呼び込み・定着の好循環を生み出す。

地方創生推進交付金

計画本文

京都経済センターの開設を好機と
した産学公連携による京都ものづ 京都市の全域
くり産業活性化計画

「京都経済百年の計」として，京都の経済団体等が集結
し，オール京都体制での産業振興等の機能を担う「京都経
済センター」を核とし，企業の成長ステージに応じた伴走
支援，産業界と大学・研究機関等との技術の橋渡し，高い
国際競争力を有し世界に通用する企業の育成支援を通じ，
人口減少・少子高齢化といった環境の変化に耐えうるよう
京都経済の強靭化を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

働いてみたい福知山長田野工業団
地ＰＲ事業 ～企業誘致、環境対 福知山市の全域
策に向けて～

福知山市の産業、雇用の集積地として成果を上げてきた長
田野工業団地では、分譲から40年以上を経て、立地企業の8
割が30年以上経過し、工場設備の更新時期を迎えている。
当時と比較して交通量の増加やトラックの大型化、緑地樹
木の生育などに伴う環境変化、また人口減少社会に即応し
た人材確保、多様な企業活動の活性化と企業の成長への支
援策や老朽化したインフラ等の更新などで、工業団地の環
境イメージ向上による企業誘致を図る。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

小さな拠点を核とした市民協働に
よる地域活性まちづくりプロジェ 福知山市の全域
クト

人口減少は、地域消費の減少による地域産業の衰退のみな
らず地域コミュニティの維持も困難な状況となるため、人
口減少に歯止めをかけるためにも、中核となる集落を「小
さな拠点」と位置づけ、これらの核を中心として、都市機
能が集積する中心市街地とネットワークで結び、連携強化
することによって、市域全体の活性化及び人口減少対策を
図ることを目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

「『知の拠点』整備構想」産学官
福知山市の全域
連携拠点整備計画

福知山公立大学、京都工芸繊維大学福知山キャンパスの中
央に位置する旧成美大学短期大学部校舎を改修し、地域企
業や行政機関との共同研究機能、情報人材育成に向けた地
域住民、社会人等を対象とする情報学に関するリカレント
教育機能、京都工芸繊維大学との連携を含む産学官連携機
能を備える情報教育研究拠点施設として整備することを通
じて、地域を担う高度情報人材を育成するとともに、地域
企業や行政機関との共同研究を通じて北近畿地域の産業界
への情報技術の導入、社会実装をすすめ、地域の生産性を
高める。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

宇治市産業戦略

宇治市の全域

平成30年度に策定する宇治市産業戦略に基づき、市内企業
の新商品の開発や販路拡大、生産性の向上など「市内産業
の進化・発展(Upgrade)」、市内企業の市内外への情報発信
による「交流・連携の強化(Join)」、時代ニーズに合わせ
た多様な起業家の育成など「新たな産業の創出
地方創生推進交付金
(Innovation)」に資する事業を実施し、将来にわたって持
続的に発展できる強い市内産業をつくり、多様な雇用の場
を創出することにより、定住人口を確保し、市民の豊かな
暮らしを実現する。

計画本文

まちの魅力発信・ブランド確立に
南丹市の全域
よる移住促進拡大プロジェクト

さらなる移住・定住促進の拡大を図るため、京都市や大阪
市などの関西の中心都市の通勤・通学圏内にありながら京
都丹波高原国定公園を有する自然豊かな環境と歴史・文化
地方創生推進交付金
資産から独自の魅力を創造し発信するため、移住促進情報
発信事業、歴史・文化発信事業、自然環境発信事業に取り
組む。

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

522 京都府

523 京都府

524 京都府

525 京都府

526 大阪府

527 大阪府

528 大阪府

529 大阪府

530 大阪府

531 大阪府

532 大阪府

533 大阪府

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

地方創生拠点整備交付金

計画本文

文化交流施設整備によるまちの賑
南丹市の全域
わい創出プロジェクト

市八木支所３階を、地域セミナー、演劇など多目的に活用
できる「多目的ホール」、子育て、食、地域コミュニティ
活動の拠点となる「子育て支援ホール」「料理実習室」
「創作活動室」「地域交流・共創スペース」など地域コ
ミュニティ組織の活動・交流等の拠点となる多目的の機能
を備える文化交流施設を整備する。これにより、地域コ
ミュニティ活動や、文化・芸術などの市民交流の場を確保
し、地域のリーダーの活躍、世代間の交流促進、市民と企
業の交流、地域文化の振興による地域コミュニティ活動の
活性化と地域の賑わい創出につなげる。

京都府相楽郡和束町

茶源郷わくわく農業体験と農村生
活満喫事業～週末移住に向けた賑 京都府相楽郡和束町の全域
わい創出～

和束町の豊かな農村文化等魅力的な地域資源や立地条件を
活かし、週末移住者等が農園に触れ合う環境づくりや空き
家を活用しながら農業体験や生活体験ができる仕組みを構
築し、週末を和束町で過ごす第二定住人口を獲得する。ま
地方創生推進交付金
た転出者を対象にしたUIJターン対策や郷土料理の掘り起こ
しによる商工業の活性化、日本遺産の認定を受けた茶畑景
観の周遊観光と湯船森林公園等を活用しながら関係人口を
拡大する。

京都府相楽郡南山城村

道の駅を訪れる交流人口を村内各所へと導き、地域内商工
業者が提供する体験メニューや地域住民による農泊受け入
れにより村内での消費拡大を図るとともに、交流人口を定
小さな拠点から始まる交流人口・
住人口へと導くための移住定住施策として住環境の整備と
関係人口の拡大による持続可能な 京都府相楽郡南山城村の全域 交流機会を創出する。
暮しづくり事業
これらの施策を道の駅や地域内の拠点を中心に実施して
いくことで新しい人の流れをつくり、地域内消費を拡大す
るとともに雇用を創出し、本村で生活する方々の生活満足
度を向上し、住みやすい村、住み続けられる村を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

京都府与謝郡与謝野町

地域の高齢化、人口減少等により「自助」「共助」の力
が弱まり、地域コミュニティも衰退しつつある状況の中、
クアハウス岩滝は今もなお住民の集える場として機能して
いる。しかし、供用開始より２５年が経過し、利用者ニー
温泉を核とするヘルスツーリズム
ズにそぐわない等の課題があるが、観光誘客面においては
による京都府北部地域観光ハブ拠 京都府与謝郡与謝野町の全域 好立地であるため、今後の活用において潜在的な可能性を
点整備計画
有している。
この潜在的価値を掘り起こす「新たな拠点」として刷新
し、地域コミュニティの衰退に歯止めをかける、新たな地
域コミュティの在り方を示す先進的コミュニティ醸成の場
として整備する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

観光地域づくりと「大阪の食」に
大阪府の全域
よる魅力創出・発信計画

・ 国内外からの観光客を継続的・安定的に呼び込むため
に府有のインフラ施設を観光資源化することで、府内各地
で多様な楽しみ方をできる都市をめざす。
・ ぶどう狩りやワイン産地の見学など着地型観光による
「大阪の食」のプロモーションの他、観光コンテンツと連
携することにより府内周辺部への流れを創出し、その地域
でしかできない「大阪の食」の体験を創出する。あわせ
て、来阪外国人の趣向をマーケティングするとともに、海
外販路拡大をめざす生産者等を支援する。

地方創生推進交付金

計画本文

若者・大阪企業未来応援計画

生産年齢人口の減少や、特に20代の東京圏への転出超過に
より、人材不足が深刻化している。大阪府には多くの教育
機関が集積しているという強みを活かし、そこで学ぶ学生
（外国人留学生を含む）が府内中堅・中小企業に就職・定
着するための機会創出に取り組むことで、人材の流出を防
止し、若く優秀な人材を原動力とした企業の成長につな
げ、大阪経済の活性化を図る。これらにより、大阪の都市
としての魅力を高め、東西二極の一極としての大阪の実現
をめざす。

地方創生推進交付金

計画本文

ビジネスサポートセンター創設に
よる岸和田イノベーション促進計 岸和田市の全域
画

これまで別々に企業支援を行ってきた市、商工会議所、
金融機関等がビジネスサポート協議会を立ち上げ、ビジネ
スサポートセンターを設置し、創業希望者や課題を抱える
中小企業に対して支援を行う。センターでは、全国公募で
厳しい審査をクリアしたセンター長等による、専門的かつ
実践的な解決力を有するチームが従事し、相談企業に伴走
しながら課題解決、成果の創出に導く。
本事業は、①企業支援ネットワークの構築と協議会設
立、②ビジネスサポートセンターの設置、③ビジネスサ
ポートセンターの運営という流れで展開する。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

働き方改革実現のための就労困難
者と地域企業をつなぐ、地域の人
豊中市の全域
材雇用促進・企業活性化ステップ
アップ事業

就業経験の少ない若者等の求職者、ひとり親家庭の母親、
結婚・出産等で離職した女性、常用雇用を希望する女性、
メンタル的な不安を抱えながら再就職を希望する人など、
性別や年齢にかかわらず誰もが活躍できる社会の実現をめ
ざし、就労支援を行う。
また、本市内の企業では雇用人材の確保も課題になってい
る。人手不足の業界を受け皿としながら、それぞれの状況
に応じた仕事を職業体験・訓練制度を経てマッチングし、
誰もが活躍できる社会の実現及び人手不足等で脆弱化して
いる産業や中小企業の活性化を目指すものである。

地方創生推進交付金

計画本文

池田市ふるさと起業家支援事業

池田市の全域

本市の地域内の課題解決に資する創業者や事業者を支援す
るべくふるさと起業家支援事業を立ち上げることで、市内
での雇用機会の創出を実現する。支援により理想的なモデ
ルケースを創り、以降は、市内で地域課題解決を支援する
事業分野での創業機運が高まることが狙い。市内での地域
課題解決も図ることで、住みよい市の実現にも繋がり、人
口減少に歯止めをかけることを目標とする。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

文化芸術振興による交流促進

本市への人口流入を促進するため、本市の玄関口であるJR
高槻駅及び阪急高槻市駅周辺を核とする中心市街地の更な
高槻市の区域の一部（高槻市
る魅力の向上に取り組むために、新文化施設を集客拠点施
中心市街地活性化基本計画で
設として整備し、文化芸術の振興はもとより、文化芸術を
定める区域）
通じた地域住民相互の多様な交流やまちのにぎわいの創出
を図る。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

南丹市

大阪府

大阪府

岸和田市

豊中市

池田市

高槻市

八尾市

泉佐野市

大阪府の全域

計画本文

中核支援人材発掘育成事業「ヤオ
ツナガルプロジェクト」～ローカ
八尾市の全域
ルイノベーションエコシステム構
築プロジェクト～

新たな事業展開を促進するために、市内中小企業と市外の
大企業や大学、またはクリエイターとの新たに繋がる機会
を八尾市が主体的に創出していく中で、市内に所在するコ
ンソーシアムや市内牽引企業、先輩起業家がメンターとし
て活躍する機会を設けることにより、新陳代謝と新たな繋
がりがうまれ、そのサイクルが好循環し、他の市内中小企
業者等も次々と新たな事業に挑戦するチャレンジングな環
境が整った地域となる、「自発的なイノベーションエコシ
ステム」の構築をめざす。

地方創生推進交付金

計画本文

関空立国デスティネーション化推
泉佐野市の全域
進計画

インバウンド客の興味が高いと言われている日本食や日
本伝統文化を核として、関空利用者の目的地（Ｄｅｓｔｉ
ｎａｔｉｏｎ）化をめざすとともに、泉佐野市と連携して
いる近隣都市や地方都市へのひとの流れを結節する役割を
地方創生推進交付金
担う観光ハブ（拠点）化となることで、関空が世界の玄関
口（Ｇａｔｅｗａｙ)としての世界的認知度を向上し、それ
に伴う関空の更なる利用促進、泉佐野市のみならず日本全
域に経済波及効果を広げていく。

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

534 大阪府

535 大阪府

536 大阪府

537 大阪府

538 大阪府

539 大阪府

540 兵庫県

541 兵庫県

542 兵庫県

543 兵庫県

544 兵庫県

545 兵庫県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

エリアマネジメント活動推進計画
～中心市街地の再生と日本ＳＤＧ
泉佐野市の全域
ｓモデル構築による働き方改革の
推進～

関西国際空港の旅客者数が増加に比例してインバウンド
客などの本市への来訪者が急増しているものの、中心市街
地にまでその効果が及んでいないことや、幼少の子を持つ
女性は子育てに専念する傾向があることから女性活躍の促
進やワークライフバランス推進による社会進出への後押し
ため、中心市街地における雇用機会の創出・提供と、人が
集う仕組みの構築、そして商店街の機能の再生、さらには
商店街の消費拡大につなげることで、中心市街地の再生と
活性化を図るもの。

地方創生推進交付金

計画本文

映画を活用した河内長野市シティ
河内長野市の全域
プロモーション計画

河内長野市では、自然環境や歴史文化などの地域資源に恵
まれたまちである一方で、少子高齢化や人口減少が深刻化
している。
このため、地域資源を活かした都市ブランドの推進や、
観光交流の振興が求められているが、現時点では十分に行
われているとは言えない。
この状況を改善するための取り組みとして、本市の観光
資源を活かした映画製作のプロジェクトが民間主導で行わ
れていることから、市としても本プロジェクトと連携した
事業を実施し、都市ブランドの推進等を図るものである。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

職住楽超近接のまちづくり（都市
型産業の創出とまちの賑わいづく 大東市の全域
り）

子育て世代の流入・定住を促進するため、【職（産
業）】、【住（住環境）】、【楽（まちのコンテンツ）】
の3つの切り口で事業展開をする。大東が持つ魅力をリブラ
ンディングし、新たな見せ方でＰＲすることで、子育て世
代を惹きつけ、大東に興味を持ってもらい、市内で職住が
地方創生推進交付金
完結し、余暇も楽しめる、まちづくりを進めていく。良好
な住宅やまちなみと、都市型産業を生み出し、多様な働き
方ができる環境づくりを行うことで、ワークライフバラン
スを充実させることができ、しいては子どもを産み育てた
いと思う意識醸成につながると考える。

計画本文

箕面滝道観光拠点施設「橋本亭」
箕面市の全域
整備事業計画

明治43年に滝道沿道に開業した「橋本亭」は、箕面の自然
に調和した明治情緒溢れるたたずまいで観光客等に人気を
博しており、市にとっても景観形成や地域の活性化といっ
た観点で重要なものであった。
本計画では、落下岩塊の直撃等によりやむを得ず撤去され
た「橋本亭」を外観的に復元させる形で再建し、地域のシ
ンボルとして復活させ、新たな観光拠点として観光客の
ニーズに合致した機能を付与することで、関西有数の観光
地としての「箕面」の魅力向上、新たな雇用の創出など、
地域経済の活性化を目指す。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

門真の女性活躍推進事業計画

本市では、基幹産業であるものづくり産業の再生を通じ
て、身近に働く場所がある職住近接のまちづくりを行い、
魅力的で活力のある「門真市」をめざして、取り組んでい
る。ものづくり産業を中心に企業におけるダイバーシティ
の確保、女性の活躍の推進に向けた職場環境の改善を促進
するとともに、結婚や子育てで一度離職した女性に対する
就職支援を併せて実施することで、女性の働く意欲を喚起
し、女性の就業率を高めるとともに、女性活躍推進、一億
総活躍社会の実現に向け、「女性が子育てしながらも働き
やすいまち」をめざす。

地方創生推進交付金

計画本文

能勢町高度産業化推進プロジェク
大阪府豊能郡能勢町の全域
ト

少子高齢化、若者の町外転出、農業後継者不足、農地の荒
廃等の諸問題を解消するために、優良農地を地域毎にまと
め、多様な企業に開放することで産業農業を中心に能勢町
全域の高度産業化を図り、能勢町の地域創生「次世代に向
けた新たなまちづくり」を推進する。企業と共生し、高度
産業農業等を通じて若者がいきいきと定住できる新たな能
勢町の実現のために①大規模な産業農業を目指す企業と
「高度産業農業プロジェクト」を策定②農地の５％程度は
計画的な製造業への転換。これらの施策を中心に能勢町全
域の高度産業化を推進する。

地方創生推進交付金

計画本文

兵庫県

兵庫県立大学外国人留学生支援事
兵庫県の全域
業

大学卒業後の就職時点の転出を抑制し、県内企業における
労働力、特に今後の海外展開に不可欠な海外人材を確保す
るため、既に県内企業数社から採用意向が示されている兵
庫県立大学国際商経学部グローバルビジネスコース(GBC)に
入学する外国人留学生への奨学金制度を創設することによ
り、外国人留学生の確実な確保を図り、県内企業に就職す
る外国人留学生の増加を図るとともに、母国に帰国する留
学生とのネットワーク形成の促進を図る。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

兵庫県

地域住民の「ふるさと意識」の醸成による地域活力の再生
という課題に対応するため、姫路城及び姫路城ゆかりの歴
史的文化資源を活用し、「姫路城周辺施設での歌舞伎舞踊
姫路城ゆかりの伝統文化魅力発信 兵庫県の区域の一部（姫路市 定期イベント開催事業」及び「姫路城ゆかりの地域文化映
プロジェクト
及び神崎郡全域）
像発信事業」を実施することで、地域内の青少年が姫路城
ゆかりの伝統文化や歴史に触れる機会を提供し、郷土に対
する愛着と誇りを育み、地域への定着に繋げることを目標
とする。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

泉佐野市

河内長野市

大東市

箕面市

門真市

大阪府豊能郡能勢町

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

門真市の全域

本格的な人口減少の中にあっても、活力ある地域社会を実
現するため、地域資源を最大限に活用した県内外交流の仕
組みを住民、大学生、NPO等との協働・連携により創り上げ
る。
地方創生推進交付金
また、ＩＣＯＭ京都大会など、近隣で開催されるビッグイ
ベントの開催を最大限活用し、「新たな人の流れ」創出に
向けたきっかけとする。

計画本文

ものづくり高付加価値化プロジェ
兵庫県の全域
クト

本県は、製造品出荷額等が15兆円強と全国５位の地位に
あり、ものづくり県としての特徴がある。しかしながら、
付加価値額、賃金水準においてもリーマン伸び悩んでお
り、また、生産工程職種での人材不足が顕著となってい
る。
このため、県内製造業の高付加価値化による高度化、中小
企業等の人材確保をめざし、金属新素材等の中小企業への
技術移転・普及や異業種交流等を進めるとともに、若者や
女性等を中心に高付加価値化を担う人材の確保を促進す
る。

地方創生推進交付金

計画本文

地域の活力再生支援プロジェクト 兵庫県の全域

個性の異なる多自然地域（阪神北・北播磨・中播磨・西
播磨・但馬・丹波・淡路）の地域資源を活かした事業活動
の拡大促進や 地域創生を担う人材の還流、流入促進、官民 地方創生推進交付金
連携による地域創生の加速化を行い将来にわたり持続維持
できる地域力、事業力を強化する。

計画本文

食の宝庫「御食国ひょうご」から
兵庫県の全域
の農イノベーションプロジェクト

全国に通用するブランド農林水産物の生産をはじめ、多
彩な気候･風土に根ざした農林水産業について、ゴールデン
スポーツイヤーズなど様々な交流が生まれるこの機に、新
たな技術の導入による生産・流通拡大や新商品開発、新た
地方創生推進交付金
な価値創出による需要創造など、「攻めの農林水産業」を
構築。
また、「農」や「食」への意識醸成により地域の担い手
を育成し、持続可能な農林水産業を確立する。

計画本文

地域連携による「新たな人の流
れ」創出

兵庫県の全域

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

546 兵庫県

547 兵庫県

548 兵庫県

549 兵庫県

550 兵庫県

551 兵庫県

552 兵庫県

553 兵庫県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

先端技術による価値創造社会づく
兵庫県の全域
り計画

成長産業分野の育成を図るため、ドローン・自動運転、
AI・IoT・ビッグデータ等を活用した産学官連携による萌芽
的な研究調査及び本格的な研究開発に向けた立ち上がり期
の研究プロジェクト支援。
地方創生推進交付金
また、ニーズの把握、システムの開発をすすめるため、
行政分野での先行利用や実証実験を実施し、地域課題の解
決や旅行者増加など地域創生に促進する。

計画本文

関係人口の活用による元気創出プ
兵庫県の全域
ロジェクト

将来の移住・定住の潜在的予備軍である「ひょうごｅ－県
民」を関係人口として可視化し、ゆかりの地域・市町の有
益な情報を適時適切に提供するとともに、ＥＣサイトなど
を通じ特産品の販売を促進する。
東京圏には、ｅ－県民への入口となり、情報の提供を行う
拠点を設置するほか、県内にはｅ－県民が訪れた際の交流
の拠点を設置する。ｅ－県民の交流を活発にする上で、拠
点などで受け入れや案内に従事したり、地域の情報を収集
し、発信できる人材を育成する。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

介護ロボット等導入支援モデル事
兵庫県の全域
業

介護ロボットの導入による介護職員の労働環境改善を図る
ことにより、介護人材確保を推進するため、介護ロボット
導入効果について情報発信を行う拠点を設置して、介護ロ
ボットの導入を促進する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

データサイエンスを活用した革新
兵庫県の全域
的材料開発拠点整備計画

兵庫県では、世界最先端の科学技術基盤（SPring-8、
SACLA、スーパーコンピュータ「京」等）が集積する強みを
活かして、物質・材料研究機構（NIMS）との連携の下、マ
テリアルズ・インフォマティクスを活用した放射光の産業
利用を進めている。
地方創生拠点整備交付金
産業界による放射光利用のフェーズ転換に対応するため、
データサイエンスと放射光の融合利用による革新的材料開
発を促進することで、本県が重点的に取り組む次世代産業
（航空宇宙・エネルギー等）や、本県の基幹産業である金
属関連産業等を振興し、地域経済の活性化を図る。

計画本文

考古博物館加西分館増築事業

兵庫県の全域

兵庫県立考古博物館では、地域を主眼とした『歴史文化
遺産活用構想』のもと、文化財を活用することでその価値
と意義を啓発してきた。
しかし、文化財関連施設をもつ地域には制約があり、県
内各地で展示会を中心とした事業が行う事ができない地域
が存在し、その活用には偏差がある。
そこで、一級のコレクションを観覧しに、多くの人が来
訪し、近隣文化財を周遊することで地域が活性化するよ
う、加西分館の展示施設とその関連施設を増築を行う。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

演劇分野における人材育成拠点整
兵庫県の全域
備計画

劇場・劇団・学校が一体となった取り組みを進めてきた
ピッコロシアターにおいて、舞台美術工房の新設による創
造活動の支援や利用者と地域住民等が相互に交流できる交
流スペースの新設、所蔵する演劇関係資料の積極的な活用
を図るための資料室の書庫化等の人材育成拠点整備事業を
実施することで、プロフェッショナル・アマチュアを通じ
た演劇分野における指導的人材を輩出することにより、劇
場と地域の魅力アップを図り、誰もが活躍することのでき
る活力ある地域社会を目的とするものである。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

兵庫県

県民交流の場となる『播磨大中古
兵庫県の全域
代の村』基盤整備活性化事業

県民の参画と協働を得ながら、本物志向の古代体験プログ
ラムを展開する舞台としてふさわしい、安心・安全な『播
磨大中古代の村』の基盤整備を実施する。また、「新感
覚！体感弥生人！！（仮称）」を共通テーマに、博物館ボ
ランティアをはじめ様々な教育機関・社会教育施設と連携
して、これまでに類を見ない本物志向の多種多様な古代体
験プログラムを開発する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

兵庫県

兵庫楽農生活センター機能強化拠
兵庫県の全域
点整備計画

兵庫楽農生活センターの施設整備により、更なる楽農生活
実践者の裾野の拡大や新規就農者の技術習得の強化を進
め、楽農生活の全県拠点施設としての機能充実を図る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

兵庫津観光交流拠点施設整備によ
兵庫県の全域
る活性化計画

兵庫県の人口は近年減少を続けており、特に若者の県外流
出が課題であると共に、外国人旅行者が近隣都市と比べて
少なく、新たな観光コンテンツの発見・創出という課題が
ある。
2015年策定の兵庫県地域創生戦略では、兵庫ならではの地
域資源を活かしたツーリズム展開や、県民のふるさと意識
の醸成を図っていくこととしている。
このため、神戸市兵庫津地域において、来訪者が兵庫の歴
史・文化・産業について体感・体験することのできる観光
拠点施を整備することにより、ふるさと意識の醸成と若者
の県内定着及び観光客誘致を図る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

兵庫県及び県下35市町は、続く転出超過や主要産業での人
手不足、県内大学生の県内就職率の低迷、社会資源の偏在
などの課題を解決し、地域が持続的に発展していくため、
人や企業・資本が東京圏に一極集中している状況を是正
し、地域への流入を促す仕組みを強化する。このため、
マッチングサイトを活用したマッチング支援、地域の実情
に応じた起業支援、東京圏からの移住支援に取り組み、県
内中小企業の人材確保及び社会資源の再分配・地域の活性
化、県内への人材還流を目指す。

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

554 兵庫県

兵庫県

555 兵庫県

兵庫県、神戸市、姫路市、明石市、洲本市、伊丹市、相生
市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、三木市、高砂
市、川西市、小野市、加西市、篠山市、養父市、丹波市、
南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市及びたつの
市並びに兵庫県川辺郡猪名川町、多可郡多可町、加古郡稲
美町、神崎郡市川町、福崎町及び神河町、揖保郡太子町、
赤穂郡上郡町、佐用郡佐用町並びに美方郡香美町及び新温
泉町

「ひょうごで働こう！」ＵＪＩ
ターン就職促進計画

地方創生推進交付金

計画本文

兵庫県並びに洲本市、南あわじ市及び淡路市

兵庫県及び淡路島３市が連携・協力し「日本のはじまり淡
路島」という物語のもと観光資源の磨き上げを行うことに
より、交流人口の更なる拡大や淡路島の「食」や「モノ」
淡路島総合観光戦略推進プロジェ 洲本市、南あわじ市及び淡路
のブランド化等による農林水産業や商工業の振興、それに 地方創生推進交付金
クト
市の全域
伴う新たな雇用創出、UJIターンの増加などを促進し、全国
に先駆けて人口減少と超高齢化に直面している地域の持続
的成長を目指す。

計画本文

556 兵庫県

557 兵庫県

神戸市

クリエイティブ人材育成事業

兵庫県の全域

神戸市の全域

デザイン業やＩＴ関連など、クリエイティブな人材が集
まって新たな価値を生み出す産業を「都市型創造産業」と
位置づけ、その集積を進めることにより、地域経済の活性
化と新たな雇用拡大につなげる。具体的には、新しい価
値・文化・社会の姿を提案するフォーラムを開催し、情報
発信や、関連企業とのマッチングによる新たな事業の創出
支援などを行う。これにより、さらなる価値を創造してい
くためのネットワーキングの場を提供するとともに、参加
者が自らアイデアを創発し、事業として実現できるような
きっかけを提供する。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

558 兵庫県

559 兵庫県

560 兵庫県

561 兵庫県

562 兵庫県

563 兵庫県

564 兵庫県

565 兵庫県

566 兵庫県

567 兵庫県

568 兵庫県

569 兵庫県

活用する支援措置

計画本文

神戸市の全域

市全体で人口減少が進行する中で、農村・漁業地域での担
い手不足と地域活力の低下が課題となっている。農漁業地
域で新たに起業・就業しようと考える人材が、既存の農漁
業者の取組みを学ぶことができ、さらに農漁業で生計を立
てる上で連携の必要性が見込まれる多様な業種とのつなが
りを作ることができるよう、『食と里のネットワーク構築
プロジェクト』を実施し、担い手育成及び新たな食ビジネ
スの創出、ひいては神戸の食ブランド自体の向上を目指
し、農漁業における起業・雇用機会の創出と地域経済の活
性化を図る。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

神戸市の全域

健康・医療分野のベンチャーを支援する専任コーディネー
ターを配置し、健康・医療分野の新たなシーズ・ニーズを
発掘。育成プログラムの提供・概念検証費用の助成を通じ
て、健康・医療分野の起業・創業を支援する。また、創業
前後のベンチャーが入居するインキュベーションラボを整
備し、ベンチャーの資金調達のハードルを下げるととも
に、前述の育成プログラム・検証費用助成を通じて、ス
ムーズな事業化を促す。これら施策を通じてベンチャーと
協業を図る大企業の集積を目指し、神戸医療産業都市内で
のエコシステム構築を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

神戸市の全域

コンパクトなまちづくりの検討に合わせ、時代の変化に対
応した、市民の移動ニーズに合った公共交通を実現するた
め、まずは客観的なデータを収集し、それに基づいて公共
交通の再編を行う。再編にあたっては、既存の公共交通の
見直しだけでなく、地域の特性や移動の実態に応じた新た
な移動手段の導入を検討することで、地域の移動手段を維
持・確保し、住み継がれるまちの実現を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

都市型創造産業及びクリエイティ
ブ活動の集積と新たな価値の創造 神戸市の全域
による六甲山の活性化

六甲山上エリアにおいて、都市型創造産業に関する事業所
進出のニーズや誘致に向けた効果的なインセンティブにつ
いて基礎調査を行い、企業による山上遊休施設などの活用
等により、オフィスの誘致を進める。併せて、既存施設な
どと連携して、施設の一部をワークスペース活用し、六甲
山上全体をクリエイティブ活動ができる、他都市にはな
い、魅力的な空間へと成長させる。都市型創造産業等の集
積、観光と仕事の融合という新たな六甲山上での魅力を発
信するため、戦略的なプロモーション活動を行う。

地方創生推進交付金

計画本文

高度外国人材等活用促進事業

神戸市の全域

留学生の獲得、市内就職・定着支援に関する施策を一体的
に取り組むとともに、在住外国人への総合支援によるくら
しの質の向上事業を通じて、高度外国人材のさらなる市内
定着を図り、高度外国人材の獲得及び活躍を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

神戸市の全域

海・山に囲まれたコンパクトな都市部、国内有数の大学集
積、県内有数の農村地域など多種多様なプレーヤーが互い
に連携しながら活躍できる地域特性を最大限に活かしなが
ら、人口減少・高齢化が課題である市内農村地域に新たに
移住・起業者を呼び込むため、農村地域で活躍できる人材
を育成する里山起業スクールを開催。また、スクール修了
生等が農村地域で活動するための住居・起業拠点を整備
し、移住・起業を促す。併せて神戸里づくりサポーターを
創設し、地域内連携、広報発信を強化する。

地方創生推進交付金

計画本文

閉園幼稚園を活用した「地域の方
の働く場」及び「地域活性化の
神戸市の全域
場」の整備

若年・子育て世帯の流入促進と流出抑制を進めるため、若
年世帯に求められる共働き等多様なライフスタイルに対応
し、就業場所が限られている名谷エリアで、子育て中の方
など短時間勤務を希望される方等を対象とした新たな雇用
を創出する「地域の方の働く場」を整備するとともに、子
育て世代・若者・高齢者など様々な世代が集うことができ
る「地域活性化の場」をあわせて整備することにより、多
世代交流の機会を創出し、地域の活力を維持向上させ多世
代のひとが共生し持続可能なまちづくりを推進することで
地方創生の実現につなげる。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

こころとからだと農業を元気にす
姫路市の全域
る「ハーブの里山プロジェクト」

市北部において、地域で栽培されたハーブ等を活用して
６次産業化に取り組むとともに、体験型観光のトレンドや
健康意識の高まりを踏まえ、健康寿命延伸にも寄与する
ハーバルヘルスツーリズムを推進し、北部地域の活性化を
図る。
また、ネットワーク化された介護老人福祉施設等におい 地方創生推進交付金
て、神戸大学医学部等との連携によりハーブ等の健康効果
を検証し、ハーバルヘルスツーリズムの商品化・高付加価
値化を図る。
さらに、6次産業化による付加価値向上を持続的なものと
するため、新たな担い手の育成に取り組む。

計画本文

総合支援センター整備によるやさ
明石市の全域
しいまち推進計画

廃校となった小学校の敷地を利用し、誰もが安心して暮ら
せる地域づくりのため、高齢者や障害者、こどもを含め広
く地域の総合的・包括的な相談対応、地域支援の拠点とな
る総合支援センターを整備する。住民同士の交流の促進や
地域での支え合い生活を支援し、高齢者のサロンや学生や
地域のサークルの活動等に活用するとともに、それらをは
じめとする住民が自然に交流できるための構造的な工夫
や、イベントの開催等を行う。本事業を行うことにより、
若年層の定着による人口構成の安定化など地域活力の向上
を実現する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

豊岡市

多様性を受け入れ、支え合うリベ
豊岡市の全域
ラルなまち推進

若者が帰ってこない要因を「社会的、経済的、文化的に豊
かな都市と貧しい地方」という非常に強いイメージがある
と考えてきた。加えて、男性に比べて女性の若者回復率が
低く、その原因について、職場、地域、家庭で「女性に期
待しないまちの有様」が長らく続き、住むことを選ばなく
なったのではないかという結論に至った。このため、ジェ
ンダーギャップの解消と「いろいろな人がいるから面白い
よね」と実感できる状況を創出し、多様性を受け入れ、支
え合うリベラルなまちとなることで、若者に選ばれるまち
とする。

地方創生推進交付金

計画本文

豊岡市

ＪＲ江原駅東地域の商店街は、かつて中規模ショッピン
グモールや個店が集積し、多くの人で賑わっていた。しか
し、平成８年にバイパスが開通したことで交通の流れが一
変し、沿線に大規模小売店舗の立地が相次いで、江原駅東
「文化芸術の力を活用した体験で 豊岡市の区域の一部（ＪＲ江 地域の商店街及び周辺地域は衰退の一途をたどっている。
きる商店街の進化」事業
原駅東地域の商店街）
そんな折、劇作家の平田オリザ氏が、主宰する劇団と自身
の移住を表明した。江原駅東地域の商店街は、この機を
チャンスと捉え、劇団を誘致し、個店のファン獲得と有効
活用による空き店舗の減少を進めることで、老若男女で賑
わっていたかつての姿を取り戻す。

商店街活性化促進事業計
画に基づく法律上の特別
の措置

計画本文

宝塚市

新たなビジネスや雇用を生み、商工業の振興を図るため、
官民が連携し、起業家等支援施設の運営に取り組む。ま
た、本市で就農する魅力の発信や新規就農者の受入体制の
構築、農業研修施設での就農希望者の受入れ、指導を行
い、新規就農者を確保する。さらに、宝塚ブランド「モ
ノ・コト・バ宝塚」の参加事業者と連携し、発信力の強化
等に取り組み、事業者の意欲やブランド力等の向上につな
げる。これらの事業を含めた産業活性化施策を総合的、計
画的に推進し、暮らしや活動の中にときめきを感じること
ができる、活力あふれるまちを実現する。

地方創生推進交付金

計画本文

神戸市

神戸市

神戸市

神戸市

神戸市

神戸市

神戸市

姫路市

明石市

地域再生計画の名称

食と里のネットワーク構築プロ
ジェクト

健康・医療分野におけるベン
チャーエコシステム構築事業

新たな交通政策の検討・実施

里山地域における「しごとつく
る」プロジェクト

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要

起業家支援と産業振興による「と
宝塚市の全域
きめく宝塚」創出プロジェクト

地域再生計画の概要

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

570 兵庫県

571 兵庫県

572 兵庫県

573 兵庫県

574 兵庫県

575 奈良県

576 奈良県

577 奈良県

578 奈良県

579 奈良県

580 奈良県

581 奈良県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

『まちのにぎわい、人の輝き』か
川西市の全域
わにし版・地域産業活性化計画

人口減少、少子高齢化が進む中で、本市が活気とにぎわ
いのあるまちづくりを進めていくためには、地域産業の活
性化が重要となる。本市には、都心部への交通利便性の良
さと豊かな自然に囲まれた暮らしやすさという住宅都市の
特長があるため、今後は地域経済の振興に向けた、かわに
し版の産業モデルを構築し、「仕事の創出」と「就業」の
好循環を生み出す取組みが必要である。
知名度のある本市の中心市街地を活用するなど、住宅都
市の魅力に新たな価値をプラスして、まちのにぎわい、人
の輝きにつながるまちづくりの実現をめざす。

地方創生推進交付金

計画本文

天然記念物級の「水分れ」地勢と
生物多様性の生態系を活用した交 丹波市の全域
流事業

氷上回廊の中心に位置する石生水分れは、瀬戸内海と日本
海側の南北の気候や風、水が融合し、低地帯にゆっくりと
堆積した肥沃な土壌と秋から冬にかけて発生する「丹波
霧」が大地を潤すことで、「丹波三宝」など質の高い、美
味しい農産物を生み出している。また、２万５千年前から
氷上回廊を通じた南北の生命の交流から人、もの、文化の
行き交う要衝の地として、有機農業、薬草、丹波布など多
くの地場産業を育んできた。これらの産業に関わる雇用や
新規就農者などの移住者の獲得をめざす。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

南あわじ市の歴史文化遺産を体感
南あわじ市の全域
するヘリテージツーリズム事業

2015年４月に本市で発見された「松帆銅鐸」を中心とした
歴史文化遺産を活用し、文化財観光の拠点となる展示施設
を強化することで、歴史文化遺産の魅力を市内外に発信す
る。歴史文化遺産の魅力を地域住民に浸透させることで、
地域住民主体の魅力的で新しい体験型観光コンテンツを構
築する。
併せて市内の歴史文化遺産と既知の観光資源と関連付け、
ターゲット別に特色のある観光商品やサービスを企画開発
することで観光交流人口の拡大を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

地域資源を活用した「木育」によ
宍粟市の全域
るまちづくり推進事業

豊富な森林資源を有する本市の特色を活かし、豊かな感性
や思いやりの心を育むとされる「木育」の推進に取り組む
ことで、子育て・教育環境の魅力化による子育て世代に選
ばれるまちを目指すとともに、木の文化が息づく社会環境
づくりにより、子どもから大人まで全ての人が生活に木を
取り入れて楽しく豊かに暮らすことができるまちを目指す
ものである。

地方創生推進交付金

計画本文

「ＷＡＮＤＥＲ ＫＡＭＩ」移住
兵庫県美方郡香美町の全域
定住対策・地域力再生計画

都市住民を対象とした、ツアー（年間2回程度）を町民の
企画立案により実施する。ツアーは移住ターゲットとする
20歳～39歳までの若い世代の必須条件となる「仕事」を
テーマとし、ツアーの企画立案のセミナー及び実施は地元
ＮＰＯ法人と連携をし行う。事業実施を民間主導とするこ
とで、参加の都市住民と香美町民との関係性の構築を図
地方創生推進交付金
る。
また、移住希望者の住環境確保と、定住の促進のため町
が運営している空き家バンクの利用促進のため、登録物件
内の家財の処分及び空き家バンク物件を活用したお試し居
住の支援を行う。

計画本文

奈良の経済好循環加速化プロジェ
奈良県の全域
クト

奈良県経済の好循環を促進し、働きやすく、良く学べる地
域社会を作るため、10年後を見据えた産業競争力の涵養が
必要である。
このため、県内に良質なしごとの場をつくり出し、県内で
の働く機会の増加、県内中小企業等の活性化のために、産
官学連携による研究開発や技術力の向上、世界に誇れる新
商品・新サービスの開発を支援し、世界に誇れる奈良ブラ
ンド構築と販路拡大に向けた取り組みをさらに発展的に実
施する。

地方創生推進交付金

計画本文

大きな国際イベントを見据えた宿
奈良県の全域
泊客増加促進

2020年の東京オリンピック・パラリンピック、2021年の
ワールドマスターズゲームズ関西、2025年の大阪万博等大
きな国際イベントが予定されており、それに伴い、本県に
おける観光客は増加するものと考えている。これを好機と
とらえ、イベントを機に関西を訪れた観光客に、奈良にも
訪れ、宿泊してもらうことで、観光消費の促進を図る。ま
た、当初、目的が大きなイベントのついでであった来県客
が、奈良のファン・リピータになっていただき、何度も奈
良に訪れてもらうことで、一過性に終わらず、長く続く地
域活性化を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

新たな労働力の確保と働きやすい
奈良県の全域
職場づくり

県内中小企業の人材確保が難しい中、新たな労働力とな
りうる潜在的な労働者の掘り起こしを行い、就労支援によ
り県内企業につなぐ。
また、若者への県内企業の魅力・情報の効果的な発信、
企業の職場環境の改善等を一体的に実施し、県内企業の安
定した雇用確保と定着支援に繋げていく。

地方創生推進交付金

計画本文

奈良県

魅力ある農業・林業の地域ブラン
ドの確立による地域の交流・商流 奈良県の全域
の活性化

人口減少の著しい本県の農山村の活性化を図るためには、
近年産出額が伸び悩んでいる農畜産業、林業の産出額を増
加させることが必要であることから、高品質な県産農林畜
産物のブランド力を向上させ、農林畜産物の域外流通を増
加することで、農畜産業、林業の産出額の増加を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

奈良県

五條市、御所市及び宇陀市並
びに奈良県山辺郡山添村、宇
陀郡曽爾村及び御杖村、高市
郡高取町及び明日香村並びに
地域と連携・協働で実現する奥大
吉野郡吉野町、大淀町、下市
和地域の振興
町、黒滝村、天川村、野迫川
村、十津川村、下北山村、上
北山村、川上村及び東吉野村
の全域

奥大和地域は、過疎化や高齢化により地域を支える労働力
人口の減少が進んでいる。そのため、奥大和地域を活性化
するためには、都市部から多くの人に地域の魅力を「知っ
てもらう（認知）」、「頻繁に訪れてもらう」ことが必要
であるとともに、今住んでいる人が安心して将来にわたっ
て住み続けられることが重。そこで、奥大和地域の将来を
見据えた取組に着手し、移住者の受入体勢の整備や地域資
源を活用した色々なイベントの実施による関係人口の増加
など、この地域の振興を進めていく。

地方創生推進交付金

計画本文

東京圏からの県内就労促進と起業
奈良県の全域
支援

若者を中心とした地方から東京圏からの転出超過が続く
中、
①移住者の移住に伴う経済負担を軽減するための支援金
の支給
②移住希望者と地方中小企業とのマッチング支援
③地域において社会的課題を解決する事業についての起
業に関する
事業資金の助成や伴走支援を行う取組
により、ＵＩＪターンによる就業書の確保及び起業の創出
を促進する。

地方創生推進交付金

計画本文

奈良市ベンチャーエコシステム推
奈良市の全域
進事業計画

地方創生推進交付金を活用し、市内創業支援機能の強化を
図り、地域に好影響を与える起業家や起業家マインドを
持った人材に加え、起業家等を支援する人材などを数多く
創出していくことで、本市で育った起業家等が新たな起業
家等を育成していく好循環「奈良市ベンチャーエコシステ
ム」の構築へとつなげていく。これにより、市内の若者を
惹きつけるような魅力的な事業所の創出及びその集積が実
現できるとともに、「しごと」を求め流出していた若者
に、市内での「起業」という魅力的で成功へのビジョンを
描くことができる選択肢を示していく。

地方創生推進交付金

計画本文

川西市

丹波市

南あわじ市

宍粟市

兵庫県美方郡香美町

奈良県

奈良県

奈良県

奈良県、奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原
市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、宇陀市並びに奈良
県山辺郡山添村、生駒郡三郷町、斑鳩町及び安堵町、磯城
郡三宅町及び田原本町、宇陀郡曽爾村及び御杖村、高市郡
高取町及び明日香村、北葛城郡上牧町、王寺町、広陵町及
び河合町並びに吉野郡吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、
天川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村及び東吉
野村

奈良市

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

582 奈良県

583 奈良県

584 奈良県

585 奈良県

586 奈良県

587 奈良県

588 奈良県

589 奈良県

590 奈良県

591 奈良県

592 奈良県

593 奈良県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

大和郡山リノベーションまちづく
大和郡山市の全域
り事業

本事業は、城下町であった市の中心部における地域活性
化を進めるにあたり、まちづくりに必要な人材育成の一環
として、市主体によるリノベーションスクールを実施し、
空き店舗などの遊休不動産のリノベーションを習得するた
めのワークショップを行い、理解を深めるとともに、不動
産オーナーに対して意識啓発を含めた取り組みを行い、起
業するための支援を行う。

地方創生推進交付金

計画本文

地域産いちじくを使用したワイン
大和郡山市の全域
製造販売事業

本市がこれまで身近にあった農産物を見直し、地の利を生
かした農産物として高品質で安定的に生産されるいちじく
を使った新しい特産品づくりを行うことにより、新たに農
業の持つ魅力を見出し、また、地域の特産品として広くＰ
Ｒすることにより市の認知度の向上、交流人口の増加等へ
の効果を図る。
また、商品として出荷できなかった規格外品、いわゆる商
品にならないものを使って付加価値のある特産品作りを行
うことで、農業分野の所得増加等の効果も期待でき、地域
産業の活性化を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

「国のはじまりの地」賑わい創出
桜井市の全域
計画

本市の強みは、第一級の歴史・文化遺産があり、記紀万葉
に詠われた原風景が残されているところにあり、これらの
地域資源を求めて訪れてもらい交流人口を増加させるた
め、地域のブランド化を進める。また、観光関連事業の産
業振興に寄与する取組みを進める。その中で、本市の観光
や産業についての特性を理解しつつ、行政とも連携し、具
体的な事業に落とし込めるアイデアのある人材や組織の発
掘・育成を行う。さらに、本市の魅力ある観光資源を通じ
て、若い世代が自由な発想で働き、自己実現できる場を作
り出すことにより人口増加を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

歴史資源に光をあて、後世に繋げ
五條市の全域
るプロジェクト

人口減少により、１０００年を超える歴史資産の保存や継
承が危ぶまれる中、これらを地域の固有資源として、また
観光資源として、保持、活用、運用する新たな環境の構築
を目指し、創建７１９年の榮山寺が２０１９年に１３００
年を迎えることを契機とし、歴史資源の維持保存、活用に
ついて実績のある市内NPO法人ら民間主体により様々な取組
を行うことで、地域固有の観光資源として光をあて、その
価値の見直しを図る。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

女性の多様な暮らし方の推進とこ
れを活用した都市イメージ向上に 生駒市の全域
よる転入・定住促進事業

「都市イメージ向上」「女性活躍」「住む」の３つの施策
を相互連携させ、子育て世代（特に女性）が転入したいま
ちという都市ブランドを構築し、子育て世代の転入・定住
を促進する。具体的には、子育て世代の女性が新しい働き
方や地域活動を始めるための後押しとなる事業を行い、そ
のプロセスを専用サイトや媒体を通じ効果的に情報発信す
ることで都市イメージの向上を図る。また、中古住宅の流
通促進と自治会や民間企業との連携により、多様な住まい
方・暮らし方を許容する地域環境づくりを進め、子育て世
代が住みやすい住宅供給を行う。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

食と農×観光ブランディング事業 奈良県生駒郡三郷町の全域

三郷町では、農業の振興による地産地消の推進を掲げてい
る。そこで、後継者の育成や、新規就農者・担い手の確保
を進め、継続的な農業経営を促すため、本事業により、販
路の確保を行い、収益の確立、経営リスクの軽減、後継者
や担い手の不安解消による後継者等の育成環境の整備を図
る。
またブランディングを行い、利益率の向上による経営の安
定化、事業拡大への意欲向上、雇用の創出、耕作放棄地の
解消等に繋げる。さらに、事業の多角化として、収穫体験
ツアー等の旅行コンテンツの充実を図り、観光客の増加や
収益の向上を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

地域特性や地域資源を活用した新
奈良県生駒郡三郷町の全域
たなまちづくり事業計画

温泉水を地域資源として活用し、観光振興や産業振興を図
るために、信貴山のどか村内にある活用価値の低下してい
る温室を観光・産業振興の拠点として整備する。具体的に
は、観光については、温浴施設を整備し、本町のPRや町産
の農産物や特産品を一同に販売する場を設ける。産業につ
いては、温泉水を活用し温泉のミネラルを含んだ付加価値
のついた様々な特産品（温泉イチゴ等）の開発を行う。観
光・産業振興を一体的に展開することで、地域経済の活性
化を図り、地域内の雇用創出・拡大に取り組む。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

奈良県磯城郡三宅町

多世代が繋がるひとりひとりの居
奈良県磯城郡三宅町の全域
場所創出事業計画

多世代が繋がり地域の魅力を創出するため、交流の機会と
場について調査検討会議を実施する。民間事業者の持つノ
ウハウを最大限活用し、主体となる人材（コーディネー
ター）の公募を行い、そのコーディネーターと共に住民会
議を運営し、不足しているプログラムの明確な課題抽出
と、コミュニティ活動のリーダーとなる人材の育成支援を
行う。住民自らが交流の場や趣味を共有でき、安心して地
域で子育てできる機会と場を提供できる仕組みづくりと三
宅町にとって必要なコミュニティスペースを既存施設の活
用や集約化を含め検討する。

地方創生推進交付金

計画本文

奈良県磯城郡田原本町

近隣市町村よりも幅広い出産支援・子育て支援・教育に係
る独自の取組みを進めることで、子育て世帯への町の魅力
を高め、選ばれるまちとなり、転出の抑制・移住の促進を
図る。具体的には新生児聴覚スクリーニング検査費用助成
すこやかにこどもを育てやすい町
事業及び不育治療助成事業から成る。また、各種支援内容
奈良県磯城郡田原本町の全域
へプロジェクト
や特徴的な取組み等について、広く町外にPRすることで、
子育てしやすい本町の魅力を広く周知し、子育て世帯の流
入を促す。そして、町内の子育て世帯が本町の魅力を実感
することで新たな子育て世帯を呼び込む好循環を生むこと
を目標とする。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

奈良県磯城郡田原本町

春日大社の流鏑馬神事にゆかりの深い本町において、流鏑
馬行事の復活させると共に、能の起源「大和猿楽」発祥地
でもある本町での能の講演等を実施。
また、これらのイベントや唐古・鍵遺跡ミュージアムを多
言語化・外国人対応することで来訪する外国人も楽しめる
地域の歴史文化資源を活用したイ
イベントや、日本の伝統芸能・文化への理解を得る機会を
奈良県磯城郡田原本町の全域
ンバウンド推進プロジェクト
作る。
加えて、こうした歴史文化資源を町外や海外に対して普
及・情報発信を行う団体に補助し、地域と一丸となった広
報対策を講じる。
これらを起爆剤として、インバウンド推進につなげ魅力あ
るまちを形成する。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

奈良県磯城郡田原本町

道の駅における農産物等の販売、カフェ、地域情報の発信
等を強化し、さらなる来場者の増加、地域農産物の価値を
高めていくことにより、交流人口の増加と地域所得の向上
を目指す。また、本町は2019年に上映予定の映画「五代友
地域資源を活かした女性向け田原
厚」（仮称）（五代友厚氏の妻が本町出身）のロケ地にも
奈良県磯城郡田原本町の全域
本ブランド化促進事業
なる予定もあり、女性が活躍した町として注目度を上げ、
誘客や交流の絶好の機会として活用する。具体的には、地
域産品・メニューのブランディング・発信、ライトアップ
による長時間滞在できる工夫、食のイベント開催等を行
う。

地方創生推進交付金

計画本文

地方創生拠点整備交付金

計画本文

大和郡山市

大和郡山市

桜井市

五條市

生駒市

奈良県生駒郡三郷町

奈良県生駒郡三郷町

奈良県高市郡高取町

増田邸跡拠点施設整備事業

奈良県高市郡高取町の全域

チャレンジショップを整備し、起業しやすい環境づくり
と、賑わいづくりの拠点とする。チャレンジショップのお
店が軌道に乗れば、近隣の空き家を利用した開業につな
げ、空き家の解消と活用を目的とする。また、交流施設も
併せて整備し、地域住民や観光客などが集まる拠点にする
ことにより、地域の活力が生まれ、交流人口の拡大や地域
コミュニティの強化につなげ、最も流出の大きい若い世代
の定住人口の流出に歯止めをかけることを目的とする。

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

594 奈良県

595 奈良県

596 奈良県

597 奈良県

598 和歌山県

599 和歌山県

600 和歌山県

601 和歌山県

活用する支援措置

計画本文

奈良県高市郡明日香村

村は、著名な古墳等に代表される歴史的資産と農村景観が
融合した、全国にも他に類を見ない歴史的風土を形成して
いるが、過疎化・高齢化が急激に進んでおり、保全の担い
手も減少してきている。
マラソン大会による地域活性化プ
奈良県高市郡明日香村の全域 このため、民間企業と連携し、村の歴史的風土を堪能でき
ロジェクト
るマラソン大会を復活させ、冬季の観光閑散期対策イベン
トにするとともに、都市部からの交流人口（明日香ファ
ン）を獲得し、村民とともに、継続的に歴史的風土の保
全・活用に取り組むことを目指す。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

奈良県北葛城郡上牧町

本町においては、少子高齢化に伴う人口減少や農業・地域
産業の担い手不足による町全体の衰退が進行する中、地方
創生推進交付金事業「多世代交流を核とした生涯活躍のま
ち構想」の実施を通じて、健康寿命の延伸、しごとの創
空き家を活用したまち・ひと・し
出、地域のコミュニティの活性化など、高齢者を取り巻く
奈良県北葛城郡上牧町の全域
ごと再生モデル事業
環境の好循環を生み出し、地方創生の土台となる安心・安
全に暮らせる地域づくりに取り組んできたところである。
今後、さらに取り組みを深化させるため、事業拠点として
寄附を受けた町内空き家を整備することで、まち・ひと・
しごとの再生につなげるものである。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

地方創生推進交付金

計画本文

地方創生拠点整備交付金

計画本文

「わかやまジビエ」の需要拡大推
和歌山県の全域
進

和歌山県では、野生鳥獣による農作物被害が３億円を越え
ており、捕獲を重点に防護、人材育成、環境整備など鳥獣
害対策を総合的に推進している。
本計画では、単に被害対策に取り組むのではなく、捕獲し
たイノシシ、シカを県産品「わかやまジビエ」として獣肉
供給し、有効活用できるよう、獣肉の需要拡大推進、品質
の確保、安定した獣肉供給を支える人材養成に取り組み、
ジビエ消費と販路の拡大に伴う新たな産業を創出し、中山
間地域の活性化を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

若者よ！和歌山で働こうプロジェ
和歌山県の全域
クト

本県では、進学や就職を機に県外に転出する者が多く、15
歳から24歳の若者が転出超過全体の約３分の２を占めてい
る。本計画では、若者の転出に歯止めをかけ和歌山の将来
を支える人材を確保するため、県内企業や和歌山で働く魅
力の情報発信、学生と企業の出会いの場の創出などを通し
て高校生の県内就職と大学生等のUIターン就職を促進する
ことで、和歌山への新たな人の流れを創造する。

地方創生推進交付金

計画本文

統合環境制御による地域特産野
菜・花きの施設園芸の新たな技術
和歌山県の全域
開発および生産振興による地域再
生計画

スターチス、ミニトマト、エンドウ等の特産野菜・花きの
統合環境制御技術、種苗生産技術を開発するとともにオリ
ジナル品種の育成を行い、これらを普及することで生産
性・収益性を向上させる。併せて生産者や新規就農者等へ
の技術研修を行う。これらの取組により、魅力ある農業を
推進し、新規就農者の増大や雇用の促進につなげ、農業を
軸としたしごと創世を実現する。また、スターチスのオリ
ジナル品種は、観光農園等の地域産業との連携やイベント
等によりブランド力を高め、観光事業等の相乗効果で地域
の活性化を図る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

多様なニーズに対応した林業用種
苗等育苗技術開発および普及によ 和歌山県の全域
る地域再生計画

新種クマノザクラによる桜名所を創出し、観光振興による
地域活性化を実現するとともに、桜名所創出を目指した森
林整備とクマノザクラ苗木生産による雇用創出と就業機会
の拡大を図る。また、本県地域資源のコウヤマキなどの優
良な苗木生産も可能となり、ブランド力向上にもつながる
とともに、苗木生産は軽作業のため女性や高齢者の就業が
進む。新たな桜名所による観光振興と地域資源のブランド
力向上による林業振興、双方の起点となる苗木生産体制を
整え、女性や高齢者などの雇用創出、移住者促進により地
域の振興と活性化を図る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

ＩＣＴを活用したイチゴ・トマト
の高収益農業推進による地域再生 和歌山県の全域
計画

施設園芸の主要野菜であるイチゴおよびトマトについて、
ICTを活用した統合環境制御技術の開発と技術の普及を図る
ことにより、生産性の向上を図るとともに、生産者に対す
る支援と優秀な人材を育成する。これらにより、農家所得
の向上、農業後継者の確保、新規参入者の増大や雇用の創
地方創生拠点整備交付金
出につなげる。さらに、オリジナル品種の育成を促進し、
直売所の活用、観光農園等との連携、イベント等によりそ
のブランド力を高め、観光客の増大や移住促進、加工品開
発による起業促進等、農産物を通じて魅力ある地域づくり
と地域の活性化を図る。

計画本文

人口減少・東京一極集中に伴う人手不足の深刻化や地域課
題の増大・多様化といった本県が抱える構造的な課題を解
消し、県勢の持続的な発展を図るため、本県の仕事・暮ら
しに関する魅力発信力を強化するとともに、起業や移住を
地方創生推進交付金
後押しする支援制度を新たに構築することで、進学・就職
を機に転出した多くの本県出身者や全国のUIJターン就職希
望者を本県に呼び込み、産業振興や地域の活性化に必要な
人材の確保をめざす。

計画本文

奈良県吉野郡吉野町

奈良県吉野郡上北山村

和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

地域再生計画の名称

よしのびと７，３９９人
えあい事業計画

愛・支

うちそとからの交流拠点づくり

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要

奈良県吉野郡吉野町の全域

地域再生計画の概要

住民自身が持つ経験、知識、技術等を他者と共有するしく
み（シェアリングエコノミー）を活用し、住民一人一人が
それぞれの個性や能力を発揮することができる環境を整え
ることにより、多様な活躍機会を創出する。また、町内の
事業者は、必要なときに、必要な人材を町内外から確保す
ることができ、事業の持続性を高めることができる。シェ
アリングエコノミーの普及により、将来的にはCtoCの多様
なサービス提供・供給の関係が活発化し、個人がサービス
の供給者となり、不足する住民の生活サービスの向上にま
で繋げることを目指す。

村は基幹産業であった林業の衰退に代わるべく、観光事業
に力を傾注し取り組む。現在休館中である「宿泊施設ふれ
あいの郷かみきた」に道の駅、日帰り温泉の機能を集約し
観光拠点として整備する。そして2020年度運営開始するこ
とにより、村内外の人々が交流し、新たな雇用を生み出
奈良県吉野郡上北山村の全域
し、また朝市や地元食材を使用したレストラン、地元食材
を使用した特産品や新たな特産品の開発など、住民が施設
を利用するだけでなく食材供給など提供する担い手にもな
り、村で新たな経済の循環を起こし、地域の活性化を図
る。

602 和歌山県

和歌山県

603 和歌山県

和歌山県、和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、
田辺市、新宮市、紀の川市及び岩出市並びに和歌山県海草
郡紀美野町、伊都郡かつらぎ町、九度山町及び高野町、有
田郡湯浅町、広川町及び有田川町、日高郡美浜町、日高
町、由良町、印南町、みなべ町及び日高川町、西牟婁郡白
浜町、上富田町及びすさみ町並びに東牟婁郡那智勝浦町、
太地町、古座川町、北山村及び串本町

地方創生に資する「仕事・移住」
和歌山県の全域
支援の強化

和歌山県及び紀美野町

地域道路ネットワークである町道と林道の一体整備によ
り、観光周遊の構築による観光産業の育成、農林産物流通
の合理化や間伐・搬出等の施業の効率化による農林業の生
紀美野へおいでよ！！ ふるさと
産性の向上を図り、豊かな地域資源を活かした総合的な地
和歌山県海草郡紀美野町の全
紀美野農山村地域ネットワーク計
域産業の振興を図る。
域
画
それらの結果、地域全体として本町を訪れる交流人口の増
加、移住・定住促進、地域産業の振興が図られ、豊かな自
然を活かした美しいふるさと紀美野の農山村地域の発展を
目指すものである。

604 和歌山県

605 和歌山県

606 和歌山県

和歌山県並びに和歌山県東牟婁郡串本町

橋本市

地方創生道整備推進交付
金

計画本文

「南紀熊野ジオパークセンター」
和歌山県の全域
を拠点とした地域しごと創生

和歌山県には豊かな森林や清らかな水、変化に富んだ海岸
線等の数多くの自然環境資源があり、なかでも、県南部の
９市町村にまたがる「南紀熊野ジオパーク」は、数多くの
優れた自然や文化を体感できるエリアとなっている。
本計画では、「南紀熊野ジオパークセンター」の運営や、
誘客の促進のための「串本町内周遊バス」の運行、ジオガ
イドの養成、外国人の受け入れサービスの高度化などに積
極的に取り組み、南紀熊野ジオパークを活用した「しご
と」創生やユネスコ世界ジオパークの認定を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

官民連携による地域人材育成と地
橋本市の全域
域ブランド力強化推進計画

交流人口の増加、伝統産業の再生と雇用の増加による地域
活性化を図るため、産官学がノウハウを共有し連携するこ
とで、地場産業の生産性向上、ブランド力強化、東京オリ
ンピック・パラリンピックを契機に、多くの人々が訪れる
首都圏をターゲットとし、販路拡大を強化するとともに、
移住支援、企業立地、シティーセールス施策を展開する
他、地域力の向上に向けた地域課題解決に取り組む団体を
支援することで、市民のシビックプライドを育み、「ヒ
ト・モノのブランド力のあるまち橋本」を目指し、次世代
の担い手の育成に資する事業とする。

地方創生推進交付金

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

607 和歌山県

608 和歌山県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

有田市

有田市では、若年層を中心に都市部への人口が流出してい
る。中でも、矢櫃地区は、車が入らないほど道が狭く急峻
で、深刻な高齢化により担い手が失われ、およそ半数の建
有田市の区域の一部（矢櫃地 物が空き家となるまで過疎化が進んでいる。一方、素晴ら
矢櫃地区賑わい再生プロジェクト
区）
しい景観や培われてきた歴史、文化など、都会では味わえ
ない魅力もある。その強みを活かした新たなしごとを生み
出し、空き家を移住者向けの住居として活用することで、
域外から新たな担い手を呼び込み、集落の活性化を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

田辺市

2019年度に合気道創始者植芝盛平翁の没後50年を迎え、
2020年度に新武道館及び植芝盛平顕彰館が完成することを
見据え、植芝盛平翁の顕彰事業を展開することで、植芝盛
平翁生誕の地としての本市のブランドを確立し、合気道関
係者を中心に国内外からの人の流れを創出する。また、街
なかの再整備を踏まえ、滞在しやすい街なか空間の醸成に
つながる取組を展開するとともに、鬪雞神社と三偉人を軸
に街なかの地域資源を結ぶ観光プランを造成し、活用を図
ることで、外国人観光客の街なか周遊を促進し、まちの賑
わいを創出する。

地方創生推進交付金

計画本文

地方創生推進交付金

計画本文

地方創生推進交付金

計画本文

地域資源を活用した街なかの賑わ
田辺市の全域
い創出計画

たなべ未来創造塾において創出するローカルイノベーター
を核として、他の交付対象事業と連携を図り、地方に関心
のある都市圏在住者や大学生等の若者を対象に田辺市のヒ
ト・コトにフォーカスした情報発信や人材育成、ローカル
イノベーターと交流する機会を設けることで、本市に本気
で関わりたい、暮らしたいと思う新たな人の流れを創出す
るとともに、関連事業とも連携し、遊休不動産と移住・創
業をワンストップでつなぐ取組を展開することで、移住・
創業希望者を街なかへと誘導し、市街地活性化施設を中心
としたまちの賑わいを創出する。
観光で稼ぐ地域作り推進のため、日本人より消費額が多い
インバウンドをターゲットにキャッシュレス化推進・観光
事業者の対応力向上など受入環境を構築し、欧米・東南ア
ジアを対象に積極的な誘客を行う。また、事業者の意識醸
成及びレベルアップを目的にセミナーを開催し、関係団体
や近隣自治体間の連携強化を行い点ではなく面での受入体
制を構築していく。
滞在時間の拡大のため、事業者向けにセミナー等を実施し
体験メニュー開発支援を行うことで交流人口の拡大、宿泊
客数の増加に繋げ、市内観光事業者に新たな経済効果を発
生させる。

609 和歌山県

田辺市

まちにコミットするローカルイノ
田辺市の全域
ベーター創出計画

610 和歌山県

新宮市

わくわくするまち”新宮”

和歌山県有田郡広川町

地域コミュニティ衰退による人口減少を招く状況を改善す
るため､幅広い年齢層の住民が集い、自由気ままに１日を過
ごし交流するための「入浴施設」と地元既存コミュニティ
広川町コミュニティ拠点施設整備
組織が運営する「コミュニティカフェ」を備えたコミュニ
和歌山県有田郡広川町の全域
地方創生拠点整備交付金
事業計画
ティセンターを整備し、住みよい地域づくりとコミュニ
ティ維持・増進､町内での「仕事」と「雇用」創出による商
業振興促進に寄与する施設整備を行う。また、本施設での
交流活動を観光客にも広げ、"まちの賑わい"を演出する。

計画本文

和歌山県日高郡みなべ町

みなべ町は、全国的に知られた梅の産地であり、南高梅は
全国的ブランドになっている。また、平成27年には、梅の
栽培を中心とした農業の循環システムが世界農業遺産「み
なべ・田辺の梅システム」として認定された。町の特産で
オリンピック新種目スポーツクラ 和歌山県日高郡みなべ町の全 ある梅とスポーツを融合させ、梅の疲労回復などの効能や
イミングでスポーツのまちづくり 域
スポーツ向けの新製品開発などにより、梅の消費拡大やオ
リンピック新種目である町立のボルダリング施設を有効活
用させ、スポーツを通じた交流促進を図るとともに、町外
からの人の流れを作り、若者が行きたい、集まりたい町を
つくる。

地方創生推進交付金

計画本文

和歌山県西牟婁郡上富田町

人口減少の中、今後、地方創生を取り組んでいく課題とし
て、スポーツのまち上富田のブランディング化を図り、ス
ポーツセンターの利用者の増加と地域内消費の促進を図
り、地域経済の活性化に取り組む。また、その中で町民の
和歌山県西牟婁郡上富田町の
くちくまのウエルネスタウン構想
運動や健康に対する意識を高め、スポーツセンターを拠点
全域
とした諸施設の更なる活用を図り、介護給付費等の伸び率
の抑制に努める。上富田町民はもちろんのこと、上富田町
を訪れる人も心身ともに健康になるための施策を実施して
いく。

地方創生推進交付金

計画本文

梨王国躍進！新品種の生産拡大と
鳥取県の全域
産地継承でがっちり

平成20年前後に品種登録された県育成梨新品種のうち、
特に「新甘泉」は市場関係者から高い評価を受け、高単価
を維持しており栽培面積も順調に伸びており農家所得の安
定に貢献している。
また、近年、省力的かつ栽培が容易なジョイント栽培法
が開発され、多くの経験が必要であった剪定技術の平易化
により、現行の生産者によるジョイント導入が進むととも
に、新規参入への起爆剤となりつつある。
本県では梨産地全体の面積維持を図り、早期多収と所得
の安定と梨産地の復興や活性化を目指すものである。

地方創生推進交付金

計画本文

空の駅・ツインポート加速化プロ
鳥取市の全域
ジェクト

鳥取砂丘コナン空港「空の駅」及び鳥取港マリンピア賀
露の区域については、食のみやこ鳥取県ブランド（鳥取和
牛、松葉カニ、梨など）に関する食事や買い物、名探偵コ
ナン、多彩なイベント、海や砂浜でのスポーツ・アクティ
ビティなどの高いポテンシャルを有し、わずか1.6km（車で
地方創生推進交付金
約３分）の距離にあるが、連携した取組や情報発信が不十
分で、相互誘客には繋がっていない。そのため、他県には
ない空と海の「ツインポート」の魅力発信や集客対策等に
より、更なる賑わいを創出し、観光誘客の促進と地域経済
の好循環の実現を目指す。

計画本文

安心・安全な多文化共生社会の実
鳥取県の全域
現

県内関係機関が連携した相談対応体制や災害時の情報伝
達・支援体制の構築、安心して学べる教育環境の提供、適
切な医療受診体制の整備、人権学習の推進等を通じ、外国
人が安心して訪れ、生活し、働ける多文化共生社会の実現
を推進するとともに、雇用現場の受入環境等を整備するこ
とで、外国人から選ばれる魅力的な地域づくりを進め、外
国人観光客の増加や人材の確保など、地域産業の持続的な
発展に繋げていく。

地方創生推進交付金

計画本文

女性・高齢者等新規就業支援事業
鳥取県の全域
計画

人口減少、雇用のミスマッチといった課題に対応するとと
もに、人材確保・育成が急務である分野等の人材確保を促
進し、地域の活性化につなげるため、県及び関係機関等か
らなる官民連携のプラットフォームを形成し、官民一体で
最大限の効果を上げるための体制を整える。従来の就業支
援施策では具体的に焦点を当てて取り組めていなかった潜
在的な労働力へ「住民・企業交流会」などのアプローチを
付加し、県立ハローワークにおいて実施する就業相談等既
存の取組とも連携させて、支援対象者の新規就業を実現さ
せる。

地方創生推進交付金

計画本文

とっとり移住・就職マッチング・
鳥取県の全域
起業支援プロジェクト

東京圏からの移住希望者に対し、地方の中小企業の魅力を
効果的に情報発信するため、求人情報を提供するマッチン
グサイトの開設、効果的な求人広告広告作成の支援を行う
とともに、地域課題の解決につながる起業の取り組みを支
援する。また、東京23区に在住又は通勤している者が県内
の市町村に移住し、県が選定する求人に応募して採用され
た場合及び県内で要件を満たした起業を行った場合に移住
支援金を支給する。

地方創生推進交付金

計画本文

611 和歌山県

612 和歌山県

613 和歌山県

614 鳥取県

615 鳥取県

616 鳥取県

617 鳥取県

618 鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県、鳥取市、米子市、倉吉市及び境港市並びに鳥取県
岩美郡岩美町、八頭郡若桜町、智頭町及び八頭町、東伯郡
三朝町、湯梨浜町、琴浦町及び北栄町、西伯郡日吉津村、
大山町、南部町及び伯耆町並びに日野郡日南町、日野町及
び江府町

新宮市の全域

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

619 鳥取県

620 鳥取県

621 鳥取県

622 鳥取県

623 鳥取県

624 鳥取県

625 鳥取県

626 島根県

627 島根県

628 島根県

629 島根県

630 島根県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

「山陰海岸ジオパーク」の魅力向
上・発信による地域活性化プロ
鳥取市の全域
ジェクト

鳥取砂丘の新たな魅力発信拠点「鳥取砂丘ビジターセン
ター」を事業拠点に、山陰海岸ジオパークエリアの各ジオ
スポットの広域的な情報発信や鳥取砂丘をはじめとするジ
オスポットの魅力向上、ジオツーリズムを核とした海外プ
ロモーション等を実施し、観光客の拡大を図る。また、山
陰海岸ジオ―パークの優れた自然環境を生かした体験学習
会を開催し、地元愛の醸成、人材育成に取り組む。

地方創生推進交付金

計画本文

「麒麟のまち」産品のブランド
化・販路拡大による産業振興プロ 鳥取市の全域
ジェクト

「麒麟のまち関西情報発信拠点」を事業拠点に、地域商社
を事業推進主体とし、農林水産品や伝統工芸品等の地場産
品のブランド化・販路拡大による産業振興、また、最大の
魅力資源である「食」を通じた魅力発信による交流人口の
拡大を図るなどし、麒麟のまち圏域の一体的な活性化を目
指す。

地方創生推進交付金

計画本文

地方の意地！若桜宿未来ビジョ
ン！～若桜鉄道若桜駅駅舎改修事 鳥取県八頭郡若桜町の全域
業～

観光誘客を経済消費に結びつけるべく、集客の窓口とな
る若桜鉄道若桜駅駅舎を改修し、駅舎内店舗を整備して特
産品販売や地場産品を活用した飲食を提供する。もって、
６次産業及び１次産業の振興に繋げるとともに当該施設の
経営的な成功と更なる観光入込客数増加を実現すること
で、すぐに人口増とはならないまでも関係人口の増加や新
規創業支援と合わせ、移住促進や民間資本の参入による空
き家空き店舗の解消に繋げ、加速度的ににぎわい創出及び
居住環境の改善等を図ることにより、人口減少食止めに挑
戦する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

鳥取県八頭郡若桜町

地方の意地！若桜宿未来ビジョ
ン！～若桜鉄道若桜駅前店舗整備 鳥取県八頭郡若桜町の全域
事業～

観光誘客を経済消費に結びつけるべく、行政主導により
観光客受入窓口となる若桜鉄道若桜駅前に飲食及び小売店
舗を整備し、特産品販売や地場産品を活用した飲食を提供
する。もって、６次産業及び１次産業の振興に繋げるとと
もに当該施設の経営的な成功と更なる観光入込客数増加を
実現することで、すぐに人口増とはならないまでも関係人
口の増加や新規創業支援と合わせ、移住促進や民間資本の
参入による空き家空き店舗の解消に繋げ、加速度的ににぎ
わい創出及び居住環境の改善等を図ることにより、人口減
少食止めに挑戦する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

鳥取県八頭郡智頭町

林業の衰退により、産業構造も大きく変化した。さらには
交通インフラの充実により都市部への移動も容易になり、
商店街も衰退している。重ねて観光拠点となる宿場町の観
ちづみちエリアリノベーション事
鳥取県八頭郡智頭町の区域の 光客も減少している状況の中、エリア内において図書館整
業（図書館を中心にした賑わい創
一部（智頭地区）
備計画が、住民を巻き込みながら、本格的に動き出してい
出）
る。これを契機に多様な人が集い、多様な想いを持って訪
れる図書館を中心にした商店街、宿場町エリアを、人が集
う場所として再生し、交流の場づくりを進める

地方創生推進交付金

計画本文

鳥取市

鳥取市

鳥取県八頭郡若桜町

鳥取県八頭郡八頭町

鳥取県西伯郡大山町

島根県

島根県

島根県

島根県、松江市、益田市、大田市、安来市及び雲南市並び
に島根県仁多郡奥出雲町、邑智郡美郷町、鹿足郡吉賀町及
び隠岐郡海士町

島根県、松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来
市、江津市及び雲南市並びに島根県仁多郡奥出雲町、飯石
郡飯南町、邑智郡川本町、美郷町及び邑南町、鹿足郡津和
野町及び吉賀町並びに隠岐郡海士町、西ノ島町、知夫村及
び隠岐の島町

八頭町まるごとスポーツパーク構
鳥取県八頭郡八頭町の全域
想推進事業

八東川水辺プラザ河川公園は、グラウンド・ゴルフ場4面、
スケート・パーク、多目的広場などの施設を有しており、
年間で町内外から8,000人を超える利用者がある。とりわ
け、グラウンド・ゴルフ場は、日本グラウンド・ゴルフ協
会公認コースとなっており、各種大会が行われ賑わいを創
地方創生拠点整備交付金
出しているとともに多世代にわたる交流の場となってい
る。
休憩所及び併設する屋根付テラスを整備することにより、
施設全体の魅力を向上しつつ、特産物の販売を促進するこ
とにより、地域の活性化を図る。

計画本文

みんなが楽しいまちプロジェクト 鳥取県西伯郡大山町の全域

地方の魅力を高めるまちづくりを推進するため、こどもや
若者の声を取り入れることですべての世代が切れ目なく幸
せに暮らせる町への取り組みを進める。これまで地域づく
りに参加していなかった方々の参加が促され、住民活動の
裾野を広げることが可能となるほか、地域自主組織との連
地方創生推進交付金
携により更なる地域力向上が期待される。さらに、こども
たちのやりたいを実現する取り組みを通し、大山町の資源
を活かした新たなビジネスを生み出せる人材を育成し、稼
ぐ力の向上が期待され、地方の活力の向上に付随した、UIJ
ターン者数の増加を目指す。

計画本文

「攻め」への転換！世界が訪れた
島根県の全域
くなる島根をめざして

東アジアや東南アジア、欧米豪地域からの観光客を増加さ
せるため、対象となる国・地域の特性を分析し、島根県の
持つ魅力を生かしたプロモーションや旅行商品造成支援を
行う。また、国際チャーター便やクルーズ客船の誘致及び
受入体制の整備（スムーズな出入国審査やおもてなし対応
など）、近隣空港からの誘客を促進するための旅行商品造
成支援を実施する。

地方創生推進交付金

計画本文

食品産業による地域経済循環最大
化プロジェクト～元気な中山間地 島根県の全域
の創出～

食料品製造業を核とした地域経済循環及び雇用の拡大
・地域経済循環の拡大に向けては、核となる食品製造事業
者の育成が急務
・核となる食品製造事業者の持つ販売力、商品開発力を基
点として域内経済循環の拡大を図っていく
・地域経済循環の中でも、特に原材料生産の中心となる中
山間地・離島への大きな波及効果がある
・飲食、土産等での地元産原料を利用した商品の増加によ
り、圏域を越えた波及効果が期待される
・地域経済循環の最大化により、県下全域に波及する収入
の安定、雇用の維持・拡大へと繋げていく

地方創生推進交付金

計画本文

島根の歴史文化を活用した地域活
島根県の全域
性化プロジェクト

大型イベント等の特需に頼らずに観光客を安定的に確保す
る必要があるため、島根県の観光の中心地にある古代出雲
歴史博物館の整備を行うことで島根観光そのものの魅力を
向上させ、平常時における新規客（インバウンドを含む）
の拡大とリピーターの増加に繋げる。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

しまねに定着、回帰・流入するひ
島根県の全域
との流れづくりプロジェクト

合計特殊出生率の高さや、人と人とのつながり等を活か
し、若い世代を中心にＵＩターン施策を推進する。
また、県内で課題となっている中小企業での労働力不足に
対応するため、若年者に対する進学・就職時のUIターン施
策を推進すると同時に、中高年齢者や女性など多様な人材
の就業を促進し、誰もが働きやすい職場づくりを進めるこ
とで、人口減少の改善と労働力の確保を行う。

地方創生推進交付金

計画本文

わくわく島根生活実現プロジェク
島根県の全域
ト

東京圏から島根へ移住される方を対象に移住にかかる経
費を助成することで、東京圏からの移住者数の増加を図る
とともに、移住・定住総合情報サイト「くらしまねっと」
を改修し、当サイトでの東京圏の移住希望者と県内中小企
業等とのマッチングを促進することで、移住者の獲得と県
内中小企業の人材確保を図る。
また、県内の地域課題解決に資する事業を創出したい起
業者に対して、関係機関が事業立ち上げ等に関する伴走支
援を実施するとともに、起業経費の一部を支援し、新たな
社会的事業の起業を促進する。

地方創生推進交付金

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

631 島根県

632 島根県

633 島根県

634 島根県

635 島根県

636 島根県

637 島根県

638 島根県

639 島根県

640 島根県

641 岡山県

642 岡山県

島根県並びに島根県邑智郡川本町及び美郷町

松江市

松江市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

逆境からの逆転！地域の魅力で人
を呼び込む観光地域づくりプロ
島根県の全域
ジェクト

平成30年に県西部のJR三江線が廃線となり、4月の県西部地
震、7月の西日本豪雨など相次ぎ発生した災害の風評被害に
より、観光客数のみならず地域活力が著しく低下している
状況にある。この逆境から逆転するべく、地域の自治体や
民間組織、事業者が連携し、総力を結集して魅力的な観光 地方創生推進交付金
地づくりを進めるとともに、地域の誇る日本有数の観光資
源を国内外に発信し、観光客にきてもらいその魅力に触れ
ファンとなっていただける「島根＝地方における観光地域
づくりの先進県」の確立に向けて取組を実施する。

計画本文

水の都松江のまちの「Ｒｅ－ｐｒ
ｏｊｅｃｔ」～若者がチャレンジ 松江市の全域
できるまちづくり～

歴史的街並みと豊かな水辺を持つ本市の特性を生かし、若
者が住み働きたくなるようなまちを目指すため、リノベー
ションまちづくりにより、若手の起業人材をまちづくりの
プレイヤーとして育成し、民間主導によるエリアの価値向
上を図る。そのため、遊休不動産の実態把握のための調査
や、若手人材や物件の発掘を行うためのリノベーションス
クール・トレジャーハンティング（年１回程度）、機運醸
成のための講演会の実施（年３回程度）等を行う。また、
エリアの将来像を描く構想を策定し、官民連携のもとリノ
ベーションまちづくりを推進する。

計画本文

松江・森の演劇ゾーン整備計画

地方創生推進交付金

松江市八雲町平原地区を美しい山々や森林・農村風景を舞
台と見立て、評価の高い「しいの実シアター」を拠点と
し、「平原会館・平原農村公園」「かやぶき交流館」も含
めた「松江・森の演劇ゾーン」として位置づけ、整備を進
松江市の区域の一部（八雲町 める。
地方創生拠点整備交付金
平原地区）
「しいの実シアター」を、NPO法人、市民、行政など多様な
主体が関わる演劇の拠点施設として、事務所機能などの充
実を図る。あわせて平原会館に隣接する「平原農村公園」
の再整備を行うことで、仮設舞台の設置、マルシェの開
催、駐車場利用など多目的での使用を可能にするもの。

計画本文

松江城周辺観光魅力創造拠点整備
松江市の全域
事業

【観光拠点情報施設整備】
①その土地の文化、歴史、名所、特産物などの情報得
て、観て、食べて、体験するための重要な役割を担い「国
宝松江城」などを活かした 個性豊かなサービスを提供す
る。
②観光客のみならず、市民も利用したくなるような心地
よい空間を提供することにより地域の「核」が形成され、
活気ある地域づくりや地域連携を促進する。
③当該エリアから市内各地や圏域への周遊を促し、地域
活性化、観光消費額の増加につなげるなど、観光名所や飲
食店などへ「つなぐ」役割を担う。

大田市産品販路拡大重点支援事業
大田市の全域
計画

大田市産品の販路拡大と売れる商品づくりに向け、事業者
のものづくりへの取り組みを支援することで外貨の獲得に
よる所得の向上を目指すものである。
（1）食品関係事業者の新商品開発等の積極的な取り組みを
支援する「中小企業等活性化総合支援事業」（2）市場開拓 地方創生推進交付金
コーディネーターによる首都圏を中心とした販路開拓を行
う「販売高向上事業」（3）専門家等を市内事業者へ派遣
し、商品改良等のアドバイスを受ける「ブラッシュアップ
事業」（4）アナゴの特産化を目指す「アナゴ特産化事業」

計画本文

大田市

おおだの未来を切り拓く人財の育
大田市の全域
成・確保促進プロジェクト

大田市では、高校生の多くが地元企業やその魅力を知ら
ず、大学進学後も地元の情報が入りにくいことから、「地
元には働く場所がない」と考え、若者が市外へと流出する
傾向がある。よって本計画では、行政・産業団体・学校・
企業等の密接な協力関係を活かす中で、「産業人材育成・
確保促進事業」及び「若手後継者・経営者人材育成事業」
を実施し、魅力ある企業へ成長するための人財育成の支援
や、高校生・大学生に対する情報発信・マッチング等を強
化することで、未来を担う人財の育成・確保を促進する。

計画本文

雲南市

「持続可能なまちづくり」に向け、地域自主組織(小さな拠
点)が、地域づくり、地域福祉、生涯学習等多岐にわたる課
題解決の取り組みを展開し、今後さらに進行すると予測さ
小さな拠点（久野交流センター）
雲南市の区域の一部（大東町 れる人口減少や、高齢化によって深まる地域課題に対応し
整備による交流・子育て・福祉事
地方創生拠点整備交付金
久野地区）
た活動の展開と、住民の地域への愛着を深める活動を推進
業等連携促進
することで、将来にわたり住み続けられる地域を実現し、
若い世代の定着と回帰を促進するため、活動拠点施設整備
を行う。

松江市

大田市

島根県邑智郡川本町

島根県隠岐郡海士町

島根県隠岐郡海士町

岡山県

岡山県

地方創生拠点整備交付金

地方創生推進交付金

計画本文

計画本文

定住・関係人口の拡大による人財
島根県邑智郡川本町の全域
確保プロジェクト

若者の都市部への流出により、町の地域づくりを担う人財
不足が顕著だが、高等学校に町外・県外から多くの学生が
入学している強みを生かし、この人財が深く地域と関わり
合える事業を本施設で行い、地域への愛着心・将来地域に
貢献する意識醸成を図り、地域づくりの担い手となる人財
の増加を目的とする。また、施設整備を契機に、町民と地
域外の若者等とをつなぐしくみを創設し、定住は難しい
が、離れていても本町の地域づくりに主体的に関わる「関
係人口」を増やすことで、地域内外で多くの人財を確保
し、活力ある地域を目指す。

いわがき「春香」・「島風便」Ｃ
ＡＳ凍結商品の成長サイクル促進 島根県隠岐郡海士町の全域
プロジェクト

いわがき養殖の生産拡大に向けて、ＩＣＴを活用した養
殖管理システムの導入や生産効率化に向けたソフト面（先
進地視察・成長促進試験・省力化機械の導入等）での支
援、大学との連携による地域未来創造人材育成のための
フィールド体験学習生や海外販路開拓に向けた外国人研修
地方創生推進交付金
生の受入を実施する。特産品の生産拡大及び販売促進に向
けて、加工生産能力の増強や地域資源を原料にした新たな
商品開発を実施する他、海外販路開拓を含むいわがきの販
促、HACCP対応による衛生管理体制の強化、「島風便シリー
ズ」の販促を実施する。

計画本文

教育分野で人を惹きつける地域教
島根県隠岐郡海士町の全域
育魅力化推進プロジェクト

教育関係人口の拡大事業を通して、国内外を含め多様な
交流を通じた異文化コミュニケーションから基礎を築くこ
とで、自己理解から始まり、自己啓発を促すことによって
自分とは異なる文化背景や価値観を持つ他者を尊重できる
グローカル人材を育成する。また地域教育の魅力化事業を
通じて教育移住者の促進及び教育移住者を受け入れる体制
を構築し、長期的に続く年少人口の減少問題の解決や保高
連携及び地域連携による事業の横展開に寄与する。

地方創生推進交付金

計画本文

自助と共助で命を守る地域防災力
岡山県の全域
強化プロジェクト

平成30年７月豪雨による災害を教訓として、県内各地域に
おいて自助共助の意識を定着させるため、自主防災組織の
活動や防災に関する学習の支援を行う。また、障害のある
人の避難に役立てる「セルフプラン」の作成支援や、人工
呼吸器装着者を対象とした避難訓練を実施し、災害時の備
えとするほか、消防団活動を積極的にPRし、地域の防災力
強化を推進する。こうした取組により、住民全体を巻き込
んだ安心安全なまちづくりを推進するとともに、コミュニ
ティの維持、地域の担い手の確保を進めることで、人口流
出の抑制を図る。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

森林認証普及拡大プロジェクト

本県の多くの人工林が利用期を迎え、その利用と再造林
による資源の循環が求められているが、人口減による住宅
着工戸数の減少等を背景に、木材需要の長期的な減少が懸
念される。
このため、全国トップクラスの約８万haの森林認証林を
保有する強みを生かして、森林認証材を含む県産材の需要
拡大を推進する。
また、海外での森林認証材を含む県産材の販路開拓を進
めるなど、森林認証材を含む県産材の需要を拡大し、森林
認証の普及拡大につなげる。

地方創生推進交付金

計画本文

岡山県の全域

地方創生拠点整備交付金

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

643 岡山県

644 岡山県

645 岡山県

646 岡山県

647 岡山県

648 岡山県

649 岡山県

650 岡山県

651 岡山県

652 岡山県

653 岡山県

654 岡山県

岡山県

岡山県

岡山県、岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、井原
市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐
市、真庭市、美作市及び浅口市並びに岡山県和気郡和気
町、都窪郡早島町、小田郡矢掛町、真庭郡新庄村、苫田郡
鏡野町、勝田郡勝央町及び奈義町、久米郡久米南町及び美
咲町並びに加賀郡吉備中央町

岡山県

岡山市

岡山市

岡山市

倉敷市

倉敷市

倉敷市

津山市

笠岡市

地域再生計画の名称

活用する支援措置

計画本文

大学と連携した自動車関連産業支
援プロジェクト～ＥＶシフトに対 岡山県の全域
応した産業づくり～

自動車産業及び次世代産業でのイノベーションを誘発など
するため、県が県内企業や大学等と連携して産業振興に取
り組むセンターを、岡山大学内に設置する。
同センターを核として、共同研究に向けたコーディネー
ターによるマッチング、大学への共同研究講座等の開設、
企業人材の大学における育成等を展開する。
また、これらの効果を生かすための自立支援として関連
企業に対し、研究開発力・提案力の向上等を行うととも
に、大手企業等をターゲットとした販路開拓支援を行い、
新規参入や受注拡大を支援する。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

おかやま天神山地区文化芸術拠点
岡山県の全域
充実強化プロジェクト

岡山県における文化拠点施設である県立美術館において、
主に特別展の開催に使用している地下展示室天井を、室内
全体に均一に光が届くよう改修するとともに、高度な照明
システムを導入し、作品展示の自由度を高めることで、展
覧会全体の質の向上を図る。また、新たな照明技術を活か
して積極的に作品の魅力を演出したり、作品と映像等を組
み合わせたドラマチックな展覧会を開催することで、入館
者を増加させ、周辺の文化・教育施設への周遊客の呼び込
みや周辺商店街等をも含めた地域全体の活性化につなげて
いく。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

東京２３区からのＩＪＵターン就
職支援及び地域課題解決型起業支 岡山県の全域
援による地域再生計画

本計画は、おかやま創生総合戦略に掲げる基本目標のう
ち、社会増への転換による「人を呼び込む魅力ある郷土岡
山」づくりを目指すとともに、併せて「持続的に発展でき
る経済力を確保」し、「地域の活力を維持」するため、地
方創生推進交付金を活用し、これらに資する東京圏からの
移住者に対する移住支援金支給事業及びそのためのマッチ
ングサイトの構築・運営事業並びに地域課題解決型の起業
に対する起業支援金支給事業を実施することについて、岡
山県と連携市町村が共同で作成するものである。

地方創生推進交付金

計画本文

新たな柱となる産業育成・人材確
岡山県の全域
保プロジェクト

新たな柱となる産業を育成するため、技術力の向上による
超精密加工分野の競争力強化や、製品開発支援等を通じた
農・バイオマス分野における連携推進、工業デザイン導入
支援等による時代に合わせた付加価値の創造に取り組む。
併せて、新たな産業の育成を支える人材の確保等を図るた
め、企業の課題に対応できる即戦力人材の確保等や、ベン
チャー企業から中堅企業に至るまでのステージに応じた伴
走型支援、事業承継による成長支援に取り組む。

地方創生推進交付金

計画本文

スタートアップ＆学生チャレンジ
支援による「おかやまイノベー
岡山市の全域
ション推進プロジェクト」

市内等の外国人留学生を含む大学生が、地域住民や地元企
業等と協働して地域課題の解決に取り組む活動や大学で学
んだスキルを活用したビジネスへのチャレンジを支援する
とともに地元企業を中心に地域で大学生のチャレンジを応
援する環境を進めることで、大学生の地域への愛着と地元
企業への理解を高め、もって学生の地元定着向上を図る。
またイノベーションは多様な人材の交流により成長するこ
とから、イノベーションを次々と生み出していくために起
業を志す者が集う拠点を設置し、起業のコミュニティの形
成により起業創業の促進を図る

地方創生推進交付金

計画本文

元気です“おかやま”～バス・
ゲートウェイ整備事業～

岡山市の全域

岡山市は広域的な観光地を有しており、近年、観光入込客
数が増加傾向にあるが、観光の玄関口である岡山市営駅南
駐車場は暫定整備であり、受入体制強化の面で大きな課題
がある。また、西日本豪雨により産業、観光分野でも被害
を受け、産業、観光振興は急務であることから、玄関口に
ふさわしい待合所を整備し、更なる観光誘客の推進を目指
すとともに、豪雨災害からの復興に向けて、建設にはＣＬ
Ｔ材を用い地場産業の活性化を、また、太陽光パネルを設
置し、再生可能エネルギーの活用と「晴れの国 おかや
ま」としてのイメージ回復を目指す。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

造山古墳が結ぶ・日本遺産群広域
岡山市の全域
連携拠点整備プロジェクト

岡山市は、全国有数の規模であり日本遺産構成文化財の一
つである造山古墳を有しているが、魅力や価値を伝える施
設がなく情報発信が不十分であることから、造山古墳ビジ
ターセンターを整備し、同古墳をはじめとする日本遺産構
成文化財の魅力向上や吉備路周遊観光の促進を図る。ま
た、校外学習としての活用を推進し、より多くの子どもた
ちの地域文化への理解、郷土愛の醸成を通じて将来的な地
元定着の促進を図るとともに、文化財である造山古墳の歴
史的・文化的価値を積極的に発信し、愛護意識の醸成を図
る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

豊かな自然と歴史・文化を未来へ
倉敷市の全域
つなぐ復興まちづくり事業

この度の平成３０年７月豪雨は、本市に甚大は被害をもた
らし、現在、約３，３００世帯が慣れない仮設住宅での生
活を余儀なくされている。被災された皆さまが一日も早く
安心して暮らせる生活を取り戻し、地域産業の早期事業再
開などにより活力あるまちづくりを行うことにより、市内
への定住・移住を促進し、人口減少や観光客の減少に歯止
めをかけることを目標とする。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

せんいのまち倉敷
成計画

倉敷市の全域

本市繊維産業における①技術力の承継・確保。サプライ
チェーンの維持。②技術習得のための継続的かつ体系的な
支援。③技術力習得が企業利益及び従業員の報酬に反映さ
れている。④繊維産業全体として人材確保につながってい
る。
以上を地方創生により目指す姿とし，人材確保・育成への
継続的かつ体系的な支援に加え，本市繊維産業の競争力の
源泉である高い技術力の可視化及び認証を行い，本市の産
業・産品の競争力・魅力を高めると同時にものづくりの魅
力を発信し，産地を支える人材確保による雇用創出を目指
し地域全体の活性化を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

産官学民が連携した大学生の地域
倉敷市の全域
内定着促進事業

倉敷市からの通学圏内である、倉敷市及び隣接する２市
（岡山市・総社市）に、２４の大学・短期大学等が集積し
ていること、倉敷市全体の社会動態では新たに就職する２
０歳代の世代が突出した転入超過となっていること、の二
つの強みを生かして、通学圏内の大学生の定着、県外大学
生のＵＩＪターンを２本の柱とする大学卒業・就職時の世
代を対象とした市内企業への就職・市内定住を促すこと
で、「移住定住の促進」「地元大学の活性化」を両立しな
がら、三大都市圏、特に東京圏への人口流出に歯止めをか
けることを目指すものである。

地方創生推進交付金

計画本文

城下町の風情を色濃く残す津山市
津山市の全域
中心市街地活性化事業

本市の中心市街地は、江戸期に形成された津山城下町が基
礎となっており、商業地域、歴史文化地域などゾーンの形
成がなされている。
一方、城下町特有の形状でもあり、回遊性が乏しく、観光
客が商業ゾーンに流入せず、経済的な効果が生まれにくい
構造となっている。
中心市街地の賑わいを創出するため、核となる組織を形成
し、商業ゾーンと歴史文化ゾーンを融合させ、中心市街地
における新たなビジネスの創出や多くの歴史的文化的資源
を活用し、中心市街地の賑わいの創出と活性化を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

笠岡市 自助・共助による減災の
笠岡市の全域
まちづくり支援計画

人口減少・高齢化により，地域における共助の体制が困
難となることが，懸念されている。
このことから，新たなハザードマップや年代別防災マ
ニュアルを作成し，これを活用した防災訓練や防災教室を
開催する。これらの取組を実施することにより，地域の防
災力の強化に向けた住民の活動を加速させ，地域の防災を
担う人材を確保・育成するとともに，安全・安心のまちづ
くりを推進し，地域の魅力につなげることで，ひいては定
住人口増につなげる。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

人材確保・育

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

655 岡山県

656 岡山県

657 岡山県

658 岡山県

659 岡山県

660 岡山県

661 岡山県

662 岡山県

663 岡山県

664 広島県

665 広島県

666 広島県

笠岡市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

移住・定住促進シビックプライド
笠岡市の全域
醸成計画

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要
市内外の子育て世代をメインターゲットに，笠岡市の魅力
が詰まったシティプロモーションを実施し，笠岡市を住む
場所として認識してもらい，暮らしやすさを実感してもら
うことで，笠岡市民にとって，住んでいて楽しいまち，友
人に自慢できるまちを目指していきたい。市民の意識を変
われば，市民一人一人が笠岡市の広告塔となり，市内外へ
情報を発信し，更に笠岡市のイメージ向上が期待できる。
若い世代の社会動態を改善を図ることで，出生数の増加に
繋げ，子ども達の笑顔であふれる，未来に向けて持続可能
な笠岡市を創り上げる。

活用する支援措置

計画本文

地方創生推進交付金

計画本文

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

あかいわに戻ろうプロジェクトⅣ
～多様な世代が支え合い活躍でき 赤磐市の全域
るまち あかいわ～

新しい働き方であるクラウドソーシングをツールとして、
様々な年代への普及啓発を行い、多様な年代が活躍できる
地域づくりを行うことで、地域内での経済循環を目指す。
本市で生まれ育った子供達に対して、より一層、地域を学
ぶことにより、地域への愛着を醸成し、地域コミュニティ
強化を実現するため、産・官・学が連携し、地域との関わ
りや、将来の本市の担い手であるという意識付けを行い、
地域や社会で活躍できる人材育成を行う。さらに、世代を
越えて高齢者や若者等をつなげる「場」づくりを行う。

地方創生推進交付金

計画本文

ＳＤＧｓ未来杜市真庭の永続的発
真庭市の全域
展に向けた地方分散モデル事業

真庭市は、中山間地域の市で唯一自治体ＳＤＧｓモデル事
業に選定されている。そのため、中山間地域の地方分散モ
デルとなることを目指し、ＳＤＧｓの取組を通じて、持続
可能なまちづくり・地域の活性化を行い、人口減少を食い
止め、地方創生を実現する。また、取組に当たっては、Ｓ
ＤＧｓの推進が市民運動となることを目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

東京２０２０オリンピック・パラ
リンピックレガシーの継承による
「Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｐａｒｋ
真庭市の全域
Ｈｉｒｕｚｅｎ（蒜山高原）」魅
力アッププロジェクト（仮称）

東京2020大会でドイツのホストタウンとなったことを契機
としたオリンピック・パラリンピックレガシーの継承と
2025年大阪・関西万国博覧会開催に向けた世界への発信事
業として、「ナショナルパーク蒜山高原」を推進していく
ための事業を、企業版ふるさと納税などの民間の力も最大
限活用し実施する。
○蒜山地域の観光グランドデザインの策定
○東京2020大会パビリオン・屋内展示棟の移設やそれを活
用したイベント等国内外の観光客誘致
○乗馬・馬術振興による交流人口や関係人口、移住者の獲
得

地方創生推進交付金

計画本文

美作市の魅力発信プロジェクト

市とベトナム本国に職員を配置し、双方からの事業推進を
行い、市の活性化を図る。インバウンド観光客の増加や地
域特産品の販路開拓を目指し、ベトナムとの経済交流によ
る地域経済の好循環化を生み出す。また、海外からの移住
者を積極的に受け入れ、「外国人3,000人構想」の実現に寄 地方創生推進交付金
与する。外国人材を活用し人口減少や人手不足という構造
的な課題を解決し、人口増加による地域活力の復活や人手
不足解消や地元企業の活性化に繋がっていき、そこから好
循環、活性化へと繋げていく。

計画本文

ドローンを活用した地域課題解決
岡山県和気郡和気町の全域
プロジェクト

「ドローン」による効率的かつ安全性の高い新しい物流シ
ステムを構築することで、買い物難民や交通弱者等の地域
課題を解決し、さらにドローンによる各種インフラ点検、
農業の効率化・精密化、林業効率化、害獣駆除、災害監
視、災害応急復興等の人口減少下におけるユニバーサル
サービス支援インフラを世界に先駆けて構築し、本町に住
む全ての世代が将来にわたって安心・快適に生活できるま
ちを目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

岡山県真庭郡新庄村

古民家宿泊施設から始まる！交流
人口から移住人口への転換プロ
岡山県真庭郡新庄村の全域
ジェクト

現在、地方創生推進交付金を活用し、村中心部のがいせ
ん桜通りの古民家を改修して交流拠点機能を兼ねた宿泊施
設を整備中である。平成31年度からオープン予定であり、
運営は第三セクターの（株）まちづくり新庄村が民間企業
と連携することで宿泊施設運営のノウハウを活用し効率
的・効果的な事業実施を行うこととしている。
また、宿泊施設をはじめとした村全体の観光ＰＲも実施
することで、これまで新庄村に訪れたことがなかった方を
呼び込み、村の自然や文化を体験していただくことで、交
流人口から移住人口への転換を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

岡山県加賀郡吉備中央町

日本版ＤＭＯ候補法人を中心として、町の自然や観光資
源を活用した多様な楽しみ方ができる「体験の郷」として
磨き上げを図り、食と農村の良さを活かした農泊や農業体
験、自然とのふれあいによる滞在型観光の振興を継続的に
日本版ＤＭＯによる「癒し」の観 岡山県加賀郡吉備中央町の全 図り、中山間地できらりと光る「癒し」の観光理想郷（ふ
光理想郷（ふるさと）づくり
域
るさと）づくりを行う。
具体的な取り組みとしては、旅行業者との連携による観
光ルート開発やモニターツアー実施によりＤＭＯ候補法人
を地域の観光コーディネーターに育て、観光地域づくりが
地域経済の発展につながるよう図る。

地方創生推進交付金

計画本文

地域産業ＡＩ／ＩｏＴ活用推進事
広島県の全域
業

ＡＩ／ＩｏＴを活用した実証実験を行うことができる環境
を整備するとともに地元中小企業，大学等を含んだコン
ソーシアムを形成し，広島発のソリューションの創出を行
う。

地方創生推進交付金

計画本文

比治山公園「平和の丘」構想の推
広島市の全域
進

被爆70周年の平成27年7月に「比治山公園『平和の丘』構
想」を新たに策定し、「都市に込められた平和への思い」
を共有する場、「都市の美しさ・復興の力強さ」を実感す
る場、「都市に息づく文化・自然の豊かさ」を体験する場
の３つのコンセプトに沿って再整備を進めることとし、平
成29年3月に策定した同基本計画において、再整備の基本的
な内容を定めた。この基本計画に基づき、国際平和文化都
市として復興した広島の「今」を実感できる新たな拠点と
して、愛される比治山公園「平和の丘」を実現していく。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

世界恒久平和の発信と観光振興に
よる世界に誇れる「まち」広島の 広島市の全域
実現

広島市は、人類史上最初の被爆都市であり、「平和記念
公園」の広島平和記念資料館を始点に、原爆死没者慰霊碑
と原爆ドームを結ぶ南北軸、平和大通りを通って比治山公
園へと結ぶ東西軸を基本として、平和に関する発信機能を
更に高める。加えて、広島の歴史や伝統芸能、豊かな自然
や食文化なども体験してもらえるよう、観光拠点の整備等
を行う。これにより、観光都市として魅力を高め、回遊に
伴い滞在時間の延長を促すことで、観光消費の増加及び関
連産業等の雇用の拡大を図り、ひいては、本市が圏域全体
の観光振興を強力に牽引する。

地方創生推進交付金

計画本文

総社市

赤磐市

真庭市

真庭市

美作市

岡山県和気郡和気町

広島県

広島市

広島市

全国発信！多文化共生のまち

総社市の全域

美作市の全域

総社市に暮らす外国人住民が，日本人住民とコミュニケー
ションを図りながら，生活に必要な日本語を習得し，非常
時も含めて，暮らしに必要な情報を収集，日本の文化等の
知識を習得することで，地域社会の一員として積極的に社
会参加する。また，日本人住民の多文化共生意識を醸成
し，国境を超えた相互理解を図ることができるよう，多文
化共生社会の実現を目指していく。

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

667 広島県

668 広島県

669 広島県

670 広島県

671 広島県

672 広島県

673 広島県

674 広島県

675 広島県

676 広島県

677 広島県

678 広島県

679 山口県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

広島空港隣接地において，地域観光会社と地域商社の２つ
の機能を持つ民間事業者が主体の三原市版ＤＭＣ「㈱空と
道の港」を設立する。地域商社機能では，市内及び広島空
港を活用した全国からの特産品を集荷し，ファーマーズ
「広島空港隣接地を拠点とした
三原市及び広島県世羅郡世羅 マーケット／マルシェの運営や，国内・海外にECサイトで
「ＤＭＣ×地域商社」官民協働プ
町の全域
販路を確保する。地域観光機能では，インバウンドをター
ロジェクト」による地方創生計画
ゲットとした観光コンテンツ開発，プロモーションによ
り，誘客と交流人口の拡大，地域活性化を図るとともに，
専門人材や新たな人材確保・育成を実施し，移住定住など
による雇用の創出を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

ＳＡＶＯＲ ＪＡＰＡＮ（農泊食
文化海外発信地域）活動推進支援 尾道市の全域
事業

尾道市固有の「食」や「食文化」を地域資源として掘り
起し、６次産業化や体験観光と結び付けた地域食材の利活
用を推進していくことにより、訪日外国人を含む観光交流
人口の増大に取り組むことで、観光消費額の増加による地
域経済の活性化や、食材の評価と需要の高まりによる生産
者の所得向上、地域ぐるみの６次産業化による地域内経済
の好循環を生み出し、農林水産業が抱える担い手不足の課
題解決が図られた、持続可能な地域社会の実現を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

福山城築城４００年～城のあるま
福山市の全域
ち福のまちプロジェクト～

福山城築城400年を機会に，市全体の歴史・文化資源等の価
値を再認識し，その魅力を市内外に発信することで，市民
が誇りと愛着を持って暮らせるまちづくりを進める。
本計画は４つから構成される。福山城及び周辺整備し，福
山城の価値向上，魅力発信を行う「福山城顕彰事業」，福
山城や福山の歴史文化資源を活用し，若年層や産業界の人
材を取り込む「歴史・文化事業」，市民団体による「交流
事業」，そして市民団体が事業を企画・実施する「市民企
画事業」。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

地方における多様な働き方実現プ
ロジェクト～兼業・副業などシェ
福山市の全域
アをキーワードとした都市の活力
向上～

市内外の様々な人材が交流し，地方における新たなビジネ
スを生み出し，新たな働き方を実現するためのプロジェク
ト。
市外から兼業・副業などで働く人や，働く場所に制約がな
い人，国際感覚豊かな市外大学の学生などを呼び込む。
呼び込んだ市外の様々な人材と市内の経営者や起業家，研
究者などが交流する場所をつくり，新たなビジネスや新し
い働き方を実現することをめざす。

地方創生推進交付金

計画本文

福山城築城４００年を核とした地
福山市の全域
域活性化プロジェクト

福山城築城400年を機会に，市全体の歴史・文化資源等の価
値を再認識し，その魅力を市内外に発信することで，市民
が誇りと愛着を持って暮らせるまちづくりを進めるととも
に，歴史・文化資源の観光価値を高める。
本計画は４つから構成される。福山城及び周辺整備し，福
山城の価値向上，魅力発信を行う「福山城顕彰事業」，福
山城や福山の歴史文化資源を活用し，若年層や産業界の人
材を取り込む「歴史・文化事業」，市民団体による「交流
事業」，そして市民団体が事業を企画・実施する「市民企
画事業」。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

持続的に発展する観光地域形成プ
ロジェクト～「庄原版ＤＭＯ」に 庄原市の全域
よる「稼ぐ力」向上事業～

地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに、地域の誇りと愛着
を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくり
の舵取り役として、一般社団法人庄原市観光協会を中心と
した官民連携による新組織（＝庄原版ＤＭＯ）を構築す
る。
観光関係者間のヒト・モノ・カネ・情報（知恵）を効率よ
く活かし、マーケティングに基づいた戦略立案、観光プロ
ダクト開発、プロモーションを行うことで「観光交流の産
業化」をはかり、持続的に発展する活力ある地域づくりを
めざす。

地方創生推進交付金

計画本文

「かもしだす東広島の魅力」創出
東広島市の全域
事業

本市の地域資源を活用した新たなコンテンツ開発を進める
ことで、ニューツーリズムのさらなる推進を図り、本市観
光の強みである「日本酒」コンテンツとの相乗効果によ
り、外国人を含めた新たな観光客の掘り起こしを行うとと
もに、観光客の市内滞在時間を増やすことで、観光消費額
を増加させる。また、これらの観光地域づくりを行う舵取
り役を「地域ＤＭＯ」が担うことにより、戦略的な事業展
開を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

東広島ローカルイノベーション創
東広島市の全域
出事業（産業振興と仕事の創出）

学術研究機能の集積を進めたポテンシャルを生かし、創
業・起業の支援と共に、市内企業と大学・研究機関の連
携・交流を進めることにより、市内企業の新事業の展開や
新規創業を進め、イノベーションの誘発を促進する。これ
らの取組みにより厚みのある産業構造を構築するととも
に、地域経済の活性化や中小企業における生産性の向上を
促進させ、魅力ある、人を引き付ける地方都市となり、
ローカルハブとなることを目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

道の駅、田んぼアートを活用した
安芸高田市の全域
交流人口の拡大

平成32年４月オープンを目指して準備を進めている「道の
駅」及び「田んぼアート」を新たな観光の核とし、広島の
原爆ドーム、宮島など瀬戸内近傍や松江城、出雲大社など
日本海側を訪れた観光客や、広島市からの観光客を安芸高
田市に引き込み、市内の既存の観光施設等への周遊を図
り、観光入込客数の増、観光消費額の増を狙う。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

江田島市

世界遺産に来訪するインバウンド
観光客をメインターゲットとした
江田島市の全域
「せとうち体験型観光アイランド
拠点」の構築

本プロジェクトは、自然体験型の宿泊施設の整備を視野に
入れた開発プランの具体化調査と、市民参加による観光体
験・食づくりを図るものである。また、本交付金を充当し
ない起業・商品開発等補助金制度を運用し、事業者の創
出・拡大を図るとともに、ＰＲの専門人材を活用し、島の
ブランドイメージや体験・特産品などの「商品」を市外に
売り込んでいくものである。

地方創生推進交付金

計画本文

広島県山県郡北広島町

スポーツを「する」「観る」「支える」といった多様性を
最大限活用して魅力ある地域づくりのために「ソフトテニ
スポーツを核とした地域づくり事
スのメッカ北広島町構想」を策定し、ハード・ソフトの両
業 ～ソフトテニスのメッカ北広 広島県山県郡北広島町の全域 面から総合的に環境整備し,スポーツ施設及び宿泊施設等の
島町構想～
利用者増加による町内消費額の拡大を図り、雇用機会の創
出や、新しい特産品の開発等による地域経済の活性化を目
指す。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

三原市及び広島県世羅郡世羅町

尾道市

福山市

福山市

福山市

庄原市

東広島市

東広島市

安芸高田市

広島県山県郡北広島町

山口県

担い手育成総合事業

一人一人が課題に関心を持ち、みんなで地域づくりをする
という意識を持つことで、将来的に地域で活躍する複数人
のキーマンを育成する。その手法として「担い手大学（仮
広島県山県郡北広島町の全域 称）」を設置し、本町の総合計画を基本として重点方針で 地方創生推進交付金
ある「地域に根付き、未来を担うひとづくり」を目標に、
幅広い分野を総合計画の5分野にわけて、人材育成プログラ
ムを実施する。

担い手の減少・高齢化に立ち向か
う農林水産業技術イノベ―ション 山口県の全域
実現プロジェクト

ＩＣＴ等の先端技術を活用した生産技術の早期開発や技術
導入支援により、農林水産物の生産性の飛躍的向上・高品
質化を進め、本県農林水産業の持続的発展・成長を図るた
め、ＩＣＴ等を活用した農産物の省力化・高品質化生産技
術の開発や、ゲノム解析技術や受精卵移植等の先端技術を
利用して肉用牛の肉質向上と飼養技術の研究を行う。
さらに、レーザー計測技術を活用した森林資源の高精度把
握や衛星データ等を活用した効率的な漁業操業を支援する
システム開発等を行う。

地方創生推進交付金

計画本文

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

680 山口県

681 山口県

682 山口県

683 山口県

684 山口県

685 山口県

686 山口県

687 山口県

688 山口県

689 山口県

690 山口県

691 山口県

山口県

山口県

山口県

山口県

山口県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

瀬戸内高度産業人材を活用した
山口県の全域
オープンイノベーション推進事業

「やまぐち産業イノベーション戦略」（2018年10月策定）
に掲げた重点成長９分野の発展・拡大に向けた戦略的なイ
ノベーションの展開を図るため、高度産業人材を活用した
オープンイノベーションにより、企業間連携による研究開
発グループの形成や製品・サービスの事業化を進め、厳し
い競争環境下においても持続的に付加価値を生み出してい
ける企業体質を持った企業を増やしながら、生産性・高付
加価値を有する産業モデルを構築し、県内企業の業績向上
や雇用創出による地域経済の活性化を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

人口減少社会を生き抜く中山間地
山口県の全域
域の実現事業

人口減少下にあっても活力を維持・創出し続ける持続可能
な地域づくりを進めるため、移住の相談対応や定着支援等
により移住を促進し、大都市圏からの新しい人の流れを創
出するとともに、地域での収益事業と日常生活サービスを
一体的に実施する地域経営会社の設立を支援し、地域活動
や経済活動の活性化、雇用の創出を図る。
また、都市部への情報発信や地域とのマッチング、経営支
援等によりＩＴ企業等やサテライトオフィスの誘致及び移
住創業を支援し、中山間地域の雇用の創出・所得の確保を
図る。

地方創生推進交付金

計画本文

オール山口による新たな市場開
拓・物流システム構築プロジェク 山口県の全域
ト推進事業

首都圏等に向けた戦略的な売り込みに向け、「地域商社や
まぐち」を核に全県的な推進組織を立ち上げるともに、効
率的な物流システムを構築する。
また、県内全ての市町が参画して商品開発を行い、首都圏
等で商談会や売り込みイベント等を開催するほか、海外の
現地業界団体等とネットワークを構築し、県産品の海外展
開を促進する。
さらに、県内中小企業等の加工・製造技術の首都圏展開も
促進するなど、国内外への戦略的な売り込みを行い、県産
品の販路拡大に向けた競争力を高め、本県の更なる魅力向
上や稼ぐ力の強化を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

そらへ羽ばたけ！宇宙・航空機産
山口県の全域
業創出・振興プロジェクト

優れた衛星データ利用環境を有する本県の強みを活かし、
宇宙利用産業創出拠点を中心に、ビジネスモデルの構築や
衛星データを活用したソリューション開発を支援する。
また、航空機・宇宙機器製品の研究開発や販路開拓等を支
援するとともに、受注から出荷管理までを一括管理するシ
ステムを構築し、山口県航空宇宙クラスターの情報発信や
体制強化を図る。
こうした取組により、次世代成長分野である宇宙利用産業
と航空機・宇宙機器産業の育成・集積を加速し、地域経済
の活性化や新たな雇用の場の創出を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

女性・シニア新規就業促進事業

山口県の全域

本県の女性・シニアの労働力率が全国と比較して低い水準
にある中、深刻な人手不足への対応や産業人材の確保・育
成のためには、これまで職に就いていない女性やシニアの
就業を促進することが必要である。このため、関係機関が
連携して、女性・シニアの就業意欲を喚起し、職場体験や
企業説明会、マッチングの一体的な提供や、短期間の研修
等を実施する。合せて、女性やシニアが働きやすい職場環
境づくりや、新規就業者の離職防止に向けた定着を支援す
る。

地方創生推進交付金

計画本文

山口県の全域

やまぐちへの人の還流・移住・定住の促進により、県内産
業人材を確保するため、国、県による要件のもと、東京圏
からの移住者（就業者・創業者）に対し、移住支援金を支
給する。また、移住支援金の給付対象となる求人情報を掲
載するための就業マッチングサイトの構築や企業の求人広
告の作成支援を行う。さらに、社会的事業の創業を支援
し、県内中小企業数の減少を食い止めるとともに、地域課
題の解決を通じた地方創生を実現する。

地方創生推進交付金

計画本文

山口県、下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松
市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市及び
山陽小野田市並びに山口県大島郡周防大島町、玖珂郡和木
町、熊毛郡上関町、田布施町及び平生町並びに阿武郡阿武
町

移住就業・創業促進事業

山口県及び下関市

豊北地域の基幹産業である漁業では、人口減少や高齢化
の影響により担い手・後継者の確保が困難となっており、
漁業就業者の減少等漁業の衰退が危惧されていることか
ら、角島港及び特牛港での外郭施設や係留施設の改修と矢
山口県下関市の区域の一部
豊北の魅力あふれるみなとづくり
玉漁港、和久漁港及び島戸漁港での漁港施設用地の整備を 地方創生港整備推進交付
（角島港、特牛港、矢玉漁
計画
一体的に行うことにより、地域全体として漁業の活性化を 金
港、和久漁港及び島戸漁港）
図るとともに、民間が行う道の駅満足度評価 １位（２０１
８年）を獲得する道の駅を中心とした水産振興イベント等
を連携して行うことにより、地域の魅力を活かした地域の
再生を図る。

計画本文

山口県及び萩市

計画区域内においては、道路ネットワークが未発達であ
り、観光拠点施設間のアクセスに支障をきたしている。ま
た、計画区域内の主要産業である農業おいて、基幹的農業
従事者の平均年齢が70歳を超え、農業後継者の育成・確保
須佐・田万川地域の大地の恵みと
山口県萩市の区域の一部（須 が課題となっている。
人の営みを感じる交流のまちづく
佐・田万川地域）
萩市で実施する広域農道及び市道を一体的に整備推進す
り計画
ることにより、観光拠点施設を周遊する道路ネットワーク
が形成され、効率的な移動が可能となり観光客の増加を図
る。また、農産物輸送効率化により集落営農法人の連携強
化や規模拡大を促進し、新規就業者の増加等を図る。

計画本文

下関市

下関市の北東部に位置する豊田地域は、人口減少による少
子高齢化の進展と基幹産業である農林業が衰退し、高齢化
率46.2%と高く、地域コミュニティが弱体化してきている。
～「ホタル」と「地域資源」を繋
地域の宝であるホタルで町おこしをしてきたが、観光交流
下関市の区域の一部（豊田地
ぐ道の駅～ まちの魅力創出・強
イベント等に携わるスタッフの半数は高齢者で、貴重な観 地方創生推進交付金
域）
化プロジェクト
光資源の存続が危ぶまれるため、「日本初のホタル舟」の
拡充や地域の農産物を活用した新商品の開発、地域の核で
ある道の駅「蛍街道西ノ市」の機能強化など、地域資源を
活用して観光事業を充実させ、地域の再生を図る。

宇部市

宇部市

山口市

地方創生道整備推進交付
金

計画本文

産業革命による宇部ＳＤＧｓ未来
宇部市の全域
都市の推進

本市はＳＤＧｓ未来都市に選定され、まちづくりとともに
ＳＤＧｓの達成を目指している。その中で、本市に受け継
がれる「共存同栄・共同一致」の精神を基調に、多様な主
体の連携と地域の「人財」の育成・活躍の推進を図るとと
もに、高度化を続けるＩＣＴ・ＩｏＴを有効活用したデジ
タル革命を産業や地域づくりに積極的に展開するこによ
り、地方創生をめざしている。その中核にあたる「人財の
育成」と、新たな視点による「産業の創出」が本事業の位
置づけとなる。

地方創生推進交付金

計画本文

うべの“元気”を全国へ～宇部ブ
宇部市の全域
ランドの拡充と販路拡大～

工業都市として発展してきた一方、豊かな自然にあふれ、
山と海の幸にも恵まれた特性を活かし、1次産業の活性化と
6次産業化の促進により次世代へと続く宇部ブランドを確立
し、農林漁業者等及び中小企業者の経営安定、経営力の向 地方創生推進交付金
上による宇部市産業の活性化を図るとともに、その取り組
みの中で市民自らが自分たちの暮らす地域の魅力を再認識
し、地域への愛着が醸成されることを目指す。

計画本文

人材確保力向上及び人材育成重点
山口市の全域
計画

・市内中小企業の人手不足が顕在化している中、短時間勤
務者や高齢者、子育て中の女性、障がい者、外国人労働者
などの多様な人材を雇用できる職場環境等を構築するとと
もに、セミナーや合同面接会による求職者と企業とのマッ
チング機会の創出等により人手不足解消を図る。
地方創生推進交付金
・持続可能な地域経済を構築していくために、先端設備や
IoTやAI技術などを活用できる企業人材の育成等を行い、市
内企業の生産性向上や経営基盤強化を図る。
・働き方改革の推進として事業所規模に応じたセミナー等
を実施し、働きやすい環境構築を目指す。

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

692 山口県

693 山口県

694 山口県

695 山口県

696 山口県

697 山口県

698 山口県

699 山口県

700 徳島県

701 徳島県

702 徳島県

703 徳島県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要
本市では、急速な高齢化と生産年齢人口・年少人口の減少
が進み、地域活力の低下が懸念されている。また、第二次
世界大戦終戦後から今日まで本市市街地に所在する米軍基
地に起因する航空機騒音、事件・事故等が発生するたびに
「基地問題のまち」としてマイナスのイメージが先行して
いる。こうした中、本市の持続的な発展と地域活力の向上
のため、地域や学校における英語教育環境や国際交流の機
会が充実した「英語交流のまち」を実現することによっ
て、若い世代を中心に幅広く本市への移住・定住を促進す
る。

活用する支援措置

計画本文

岩国市

英語交流のまちＩｗａｋｕｎｉ
（Ｅ‐ｗａｋｕｎｉ）創生プロ
ジェクト

美祢市

農業集落排水施設と公共下水道施設の防食、機器更新及び
監視システムを一体的に整備し、美祢市の汚水処理システ
山口県美祢市の区域の一部
ムの最適化を図る。また、公共ます等の整備により新規接
ジオと共生する交流拠点都市美祢 （美祢地区、河原地区、豊田
続を推進し、汚水処理の未普及解消を図る。これにより、
市の汚水処理施設再生計画
前地区、大田地区及び別府地
生活基盤を支える汚水処理施設がある居住環境が整った地
区）
域を維持するとともに、移住定住の促進及び新規就農者の
獲得を図る。

山口県大島郡周防大島町

周防大島町は、四季を通じて比較的温暖な気候で、自然
景観や歴史的文化遺産、温泉や道の駅、交流・観光施設な
ど観光スポットも数多く、観光交流人口も100万人を達成し
ております。しかしながら、子育て世帯の減少による少子
交流から定住へ～生涯現役の町づ 山口県大島郡周防大島町の全 高齢化が進行しており、今後の課題として、周防大島町定
地方創生推進交付金
くり～
域
住促進協議会を中心に、移住・定住者の受け入れ体制を構
築するとともに、住民流出の抑制、住まいの確保、移住・
定住相談及び情報の発信、就業の場の確保・情報提供と
いった施策を講じ、移住・定住人口の増加を図っていく必
要があります。

計画本文

山口県熊毛郡田布施町

現在の人口を維持し、魅力的な地域資源の活用と多くの
世代が関わるコミュニティ形成による「笑顔と元気あふれ
る住みよいまち田布施」であり続けるという本町の目標を
実現するために、まず、本町出身の町外在住者を主体とし
田布施町魅力再発見プロモーショ
た都市部からのＵＪＩターンを促進します。また、地域資
山口県熊毛郡田布施町の全域
ン移住定住促進事業
源を活かしたプロモーション活動を行うことでまちの知名
度向上による交流人口増加を図り、併せて若年層を中心に
郷土愛の醸成等を図ります。
これらの取組により、移住・定住・交流人口増加や、地
域活力創出によるまちの活性化につなげます。

地方創生推進交付金

計画本文

山口県熊毛郡田布施町

地域の農林水産物及び特産品等の販売に加え、地域情報
の発信による交流活動の拠点でもあり、30万人以上の集客
を誇る「田布施町地域交流館」を、農水産物ブランド構築
の拠点として施設整備します。
田布施町農水産物ブランドによる
本事業の実施により、新たな商品生産能力や地域の産品
山口県熊毛郡田布施町の全域
地域資源強化事業
の集荷力を増強します。また、田布施農工高校と連携し開
発した商品や既存の加工食品の生産能力の強化、地域産品
を利用した商品の生産強化を目指します。これらは、流出
する所得を得る手段が乏しい本町において新たな「外貨獲
得」につながり、地域の経済循環をより活発化させます。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

山口県熊毛郡平生町

山口県阿武郡阿武町

山口県阿武郡阿武町

徳島県

徳島県、徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、
阿波市、美馬市及び三好市並びに徳島県勝浦郡勝浦町及び
上勝町、名東郡佐那河内村、名西郡石井町及び神山町、那
賀郡那賀町、海部郡牟岐町、美波町及び海陽町、板野郡松
茂町、北島町、藍住町、板野町及び上板町、美馬郡つるぎ
町並びに三好郡東みよし町

徳島県及び徳島県那賀郡那賀町

徳島市

岩国市の全域

地方創生推進交付金

計画本文

地方創生汚水処理施設整
備推進交付金

計画本文

イタリアーノひらおプロジェクト 山口県熊毛郡平生町の全域

本町は山口県東南部室津半島に位置し、気候は瀬戸内海気
候で温暖な気候風土に恵まれている。古くから農業を基幹
産業として暮らしてきたのどかな町である。社人研の推計
によると概ね20年後の西暦2040年には人口が1万人を切ると
予測されている。本町では新たな経済成長の旗印として、 地方創生推進交付金
山口県室津半島の地形、気候がイタリア半島に酷似してい
ることにヒントを得た「イタリアーノひらお」構想により
イタリアのテイストを盛り込んだまちづくりを様々な戦略
により進めていくこととしている。

計画本文

まちの縁側推進プロジェクト

山口県阿武郡阿武町の全域

本町が目指す「町外からの人の流れ」、「町内でのお金や
エネルギーの循環」を促進するための拠点として、「滞在
拠点（まちの縁側）」を整備し、民間組織により運営して
いくことを本計画の交付対象事業として実施する。
また、お金やエネルギーの地域内循環をデータ分析により
可視化し、具体的な地域内循環施策に活用していく。

地方創生推進交付金

計画本文

森里海新たなしごと創出プロジェ
山口県阿武郡阿武町の全域
クト

町内でのしごと創出をする為には、『外貨獲得』による
所得向上と、『地域内貨幣循環率向上』による所得安定の
２つが必須となる。
その為には、既存の手法や流通だけではない、新たな取
組が導入される必要がある。林業分野については、昨今注
目されている小規模低コストで施行が可能な自伐型林業、
水産業については、地域ぐるみでの生産・加工・流通が同
じ方向を見て進む六次産業化による付加価値流通の実現を
目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

里山の「宝」を再発見！にぎわい
徳島県の全域
拠点整備事業

果樹のシンボリック施設である「旧果樹研究所」をかんき
つ産地強化のための「実践力の高い人材育成」及び「かん
きつを核とした都市と農村との交流促進」などを行う新た
な機能を付加させた拠点施設として整備し、地域の魅力あ
る「文化・伝統」や「豊かな自然」を通じて生産者はもと
より誰もが活気に満ち溢れた里山形成を実現する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

宝の島・徳島でわくわくしながら
徳島県の全域
住んでみんで！戦略

本県の人口動態は、転出超過による社会減が拡大してお
り、特に進学や就職を契機とする若年者層の転出が顕著で
ある。一極集中の進む東京圏に在住する者を対象に、本県
企業への就職に向けたマッチング支援を実施するととも
に、移住に伴う経済的負担を軽減することにより、本県へ
の移住を促進する。併せて、地域課題解決につながる新た
な事業を立ち上げる者を支援することにより、「ひと」が
「しごと」を呼び、「しごと」が「ひと」を呼び込む好循
環を生み出す。

地方創生推進交付金

計画本文

健康経営・リカレントを核とした
「人生１００年時代」への挑戦プ 徳島県の全域
ロジェクト

人口減少・少子高齢化が進行し、地域社会の担い手の確保
や中小企業等における労働力の獲得が困難となりつつある
中、県内企業における健康経営の推進等により、働き盛り
世代をはじめとする健全な労働力の維持・確保を図るとと
もに、高齢者や障がい者など地域の新たな担い手の創出等
に一体的に取り組むことにより、多様な人材が年齢や障が
いの有無等に関わらず、健康で生き生きと活躍することの
できる「生涯現役社会」の実現を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

労働力人口の確保プロジェクト

地方では、少子高齢化や大都市への人口流出等により、
人手不足が深刻な課題となっており、今後も地域の産業を
支え続ける担い手を、継続的に確保することが求められて
いる。
そのため、ワークライフバランスの向上や女性活躍の推
進を図り、潜在的な労働力の活用や生産性向上に取り組
む。また、高校生が地域創生や国際理解を深めるための取
組を推進するなど、若者の地元定着やキャリア形成を図
る。さらに、徳島市で夢を叶えたい女性や若者等を対象と
した創業支援等を通じて、地域社会で活躍する人材育成や
地域経済の活性化を促す。

地方創生推進交付金

計画本文

徳島市の全域

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

704 徳島県

705 徳島県

706 徳島県

707 徳島県

708 徳島県

709 徳島県

710 香川県

711 香川県

712 香川県

713 香川県

714 香川県

715 香川県

美馬市

美馬市

美馬市

徳島県板野郡松茂町

徳島県板野郡藍住町

徳島県板野郡板野町

香川県

香川県

香川県

香川県

香川県

香川県、高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、
さぬき市、東かがわ市及び三豊市並びに香川県小豆郡土庄
町及び小豆島町、木田郡三木町、香川郡直島町、綾歌郡宇
多津町及び綾川町並びに仲多度郡琴平町、多度津町及びま
んのう町

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

「藍」をテーマに移住・交流人口
を増やす生涯活躍のまち 美馬プ 美馬市の全域
ロジェクト

「藍」の研究、開発、栽培、加工等関連事業の展開、大
学との連携及び移住者の地域とのつながりづくり等をワン
ストップで行う「地域交流施設」及び、短期滞在用の「移
住おためし住宅」、中･長期の移住者向け「移住者用住宅」
地方創生推進交付金
を一体的に整備し、民間のノウハウを導入して、都市部の
中･高年齢層を含む多世代の移住を受け入れ、「藍」をテー
マに移住・交流人口を増やす「生涯活躍のまち 美馬」をめ
ざす。

計画本文

Ｊリーグクラブ等との連携による
美馬市版ＳＩＢ（ソーシャルイン
美馬市の全域
パクトボンド）を中心とした健康
のまちづくりプロジェクト

従来型の健康増進事業や介護予防事業ではなく、成果指向
型の「コンディショニングプログラム」を実施し、姿勢や
運動機能の改善と運動習慣の定着を通じて、将来的な医療
費・介護給付費の削減につなげるとともに、一部に「成果
連動型民間委託方式」を導入することで、行政コストの抑
制と民間ノウハウの活用が図られ、民間資金による社会課
題解決のモデルが構築される。

地方創生推進交付金

計画本文

拠点施設の有効活用による活動支
美馬市の全域
援型郡里地域再生計画

単位自治会が所有している複数の自治会館を廃止し、旧
郡里小学校に集約するほか、公民館機能を有する美馬福祉
センターの一部機能も併せて集約し、自治会活動と連携し
た取り組みの広域化・省力化・文化活動の高揚をめざす。
その集約化に向けた拠点施設として、旧郡里小学校を郡里
地域活動センターとして改修し、廃校後の賑わいづくり、
地域活性化、自治機能の高揚に繋げる。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

「オールまつしげ！」によるまち
徳島県板野郡松茂町の全域
の賑わい創出事業

徳島県の空と陸の玄関口である地域性や豊かな一次産業を
活用した事業を官民一体となって行うことにより、松茂町
の「稼ぐ力」を発揮するために「オールまつしげ」で新た
な組織を設立し、町内外の人々の交流促進を図る。また、
町内の人々の交流により町民同志が繋がり合う豊かで未来
に夢や希望を持てる暮らしの実現を目指すと共に、まちの
賑わい創出する。

地方創生推進交付金

計画本文

藍住町内における阿波藍の復活に
徳島県板野郡藍住町の全域
関する計画

藍住町は、町名の由来である「藍」を軸とした町の魅力づ
くりを進めているが、未だ「阿波藍の里」としての知名度
は低い。阿波藍を掲げて県内市町村が競う中、町内に藍染
色家や染料すくもの製造家など藍に携わる事業者が少ない
ことが要因であり、技術者や事業家の育成が急務である。
この状況を打開するため、すくもの製造から藍染め製品制
作までの技術習得拠点として「(仮称)勝瑞藍工房」を整備
する。
同所で地域おこし協力隊制度を併用して技術者を育成し、
町内藍産業の振興につなげるとともに、観光・交流人口の
拡大を図る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

「（仮称）道の駅いたの」におけ
徳島県板野郡板野町の全域
る地域振興施設整備事業

地域の活性化を図り、地域の所得向上、交流人口の増加、
移住促進を図るため、２つのインターチェンジに近接する
交通利便性を備えた道の駅に板野町の特色を活かした多様
なコンテンツを活用できる活動拠点施設を併せて整備。農
家レストランでは地域の食の魅力を発信、特産物直売所で
は所得の向上、農業支援研修室等では食のブランド化、地
域情報発信センター等では情報発信の拠点に加え町内をは
じめとする徳島県東部圏域の観光の拠点化を目指するもの
である。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

香川が輝く「かがわ働き方改革」
香川県の全域
推進計画

地域経済の持続的な発展を維持するためには、喫緊の課題
である県内企業における人手不足の解消や労働生産性の向
上等を図っていく必要がある。このため、県内外の学生等
に対し県内企業の認知度向上を図るとともに、県内企業に
おける働き方改革の促進を図るなど、すべての労働者が働
きやすい環境を整備し、県内企業の人材確保に取り組む。

地方創生推進交付金

計画本文

次世代ものづくり・オリーブ産業
の育成強化と海外ビジネス展開の 香川県の全域
支援計画

TPP１１、日欧EPAなど、県内の業界を取り巻く環境の変化
を踏まえ、ものづくり産業における独自の強みとなるコア
技術強化、新製品開発や高度化させる取組みなどのほか、
オリーブ産業における高品質なオリーブの安定供給、新商
品開発、高付加価値化などを図るとともに、県内企業の海
外展開を一層支援する。

地方創生推進交付金

計画本文

地方創生推進交付金

計画本文

地方創生推進交付金

計画本文

地方創生拠点整備交付金

計画本文

「子育て県かがわ」への移住・定
香川県の全域
住促進計画～人口増への転換～

かがわ女性・高齢者等新規就業支
香川県の全域
援計画

さぬきこどもの国施設整備計画

香川県の全域

東京圏ＵＪＩターン移住・就職
マッチング支援事業及び起業等ス
香川県の全域
タートアップ支援事業（地域課題
解決型）計画

人口減少を抑制するため、若い世代の就労・結婚・子育て
の希望を実現するとともに、男女が職場・家庭・地域など
で性別にとらわれず個性と能力を発揮できるよう取組みを
進めるほか、大都市圏等からの移住の促進を図り、移住者
に対する支援や受入体制の整備により、移住・定住を促進
する。

本事業を通じて掘り起こした対象者を就労に繋げるため、
経済団体やハローワーク等の関係団体からなる官民連携の
プラットフォームを設置し、以下の取組を一体的・包括的
に実施する。
・子育て支援施設・小児科等での事業周知等
・「かがわ女性・高齢者等就職支援センター(仮称)」を新
たに設置。専門相談員による就労に関する相談・カウンセ
リング等の実施等
・既存の公的職業訓練ではカバーできていない、短期の職
場実習の実施等
・「かがわ女性・高齢者等就職支援センター(仮称)」に
て、支援後就労した者に対する相談支援を実施等

さぬきこどもの国開園25周年を契機とし、大規模なリ
ニューアルを実施し、その魅力を向上し、県内の子育て家
庭の利用促進を図るとともに、高松空港周辺施設との相乗
効果を工夫するなど、県外・国外にその魅力をPRする。

移住支援事業として東京圏から移住した者に対し、移住支
援金の支給を行うことで、東京一極集中の是正を図る。
マッチング支援事業については、「jobナビかがわ」の改修
を行い、移住支援事業の対象求人であることを表示し、同
サイトの掲載求人を統一性及び一覧性をもって検索するこ
地方創生推進交付金
とを可能にすることで、県内企業の将来を担う人材を確保
する。起業支援事業については、地域に蓄積された強みな
ど、地域資源を生かして、 地域活性化関連、まちづくりの
推進などの社会事業分野における地域課題の解決に取り組
む事業者の創業を支援する。

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

716 香川県

717 香川県

718 香川県

719 香川県

720 愛媛県

721 愛媛県

722 愛媛県

723 愛媛県

724 愛媛県

725 愛媛県

726 愛媛県

727 愛媛県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

先端技術の活用によるローカルイ
香川県の全域
ノベーション推進計画

新たな経済成長の原動力を創出していくとともに、地域と
都市部で経済格差が広がる現状を打破する取組みを推進し
ていくため、AIやIoTなどの先端技術を地域経済に実装する
ことで、地域産業の活性化に取り組むとともに、産学官金 地方創生推進交付金
連携によるプラットフォームを軸とした研究開発、人材育
成等に取り組むことで地域内でのイノベーションシーズの
創出を目指す

計画本文

なでしこサッカーによる地域活性
化プロジェクト「丸亀なでしこ夢 丸亀市の全域
プラン」

丸亀高等女学校（現：香川県立丸亀高等学校）の生徒たち
がフットボールをしている大正時代の写真絵葉書が平成23
年に本市で発見されたことにより、本市は「国内女子サッ
カー発祥の地」とされている。そこで多くの女子児童が
サッカーに興味を持ち、中学生、高校生になっても継続的
にサッカーに取り組めるよう「丸亀なでしこスマイルサッ
カー交流大会」、女子サッカー普及にかかる講演会及び
「女性のためのサッカー教室」の開催により本市の女子
サッカーの機運醸成を図るとともに環境整備を通じて交流
人口を増加させ、地域活性化を目指す。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

ＦＯＲ ＡＦＴＥＲ ２０２３
～善通寺市観光地域づくり～

善通寺市の全域

本市の人口は減少傾向が続いており、将来人口推計におい
ても、さらなる人口減少が想定される。
また、総本山善通寺を中心に多くの観光資源を有している
が、情報発信不足や観光２次交通の乏しさなどから、十分
に活用できていない。
そこで、香川県内で最も小さな市である特性を活かし、駅
前の観光案内所を拠点とし、市内の観光資源を２次交通で
繋ぐコンパクトな観光地域づくりを官民共同で進め、観光
入込客数や観光消費額の増加を図ることで、地域活性化に
寄与し、ひいては社会増減数の向上を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

観音寺市の全域

本市の人口は総合振興計画で目標と定めた平成29年度末6万
人を現在59,408人とすでに割り込み、人口減少は加速度を
増している。
本市の1番の集積産業は製造業である。製造業における主要
産業は、食料品製造業である。食料品製造業は、昭和期か
らの牽引企業であったテーブルマーク（旧加ト吉）が東京 地方創生推進交付金
に本社移転したこともあり、近隣の三豊市と比べ出荷額の
伸びも低迷している。
本市の課題である食料品製造業の人手不足と出荷額の伸び
悩みを解消することにより、仕事づくりを核として地域経
済の活力とまちの賑わいが再生される。

計画本文

愛媛県

県内企業の魅力発信と雇用マッチ
ングの促進による若者の定着実現 愛媛県の全域
化事業

県内には農林水産業からものづくりまで多種多様な産業が
バランスよく存在し、素晴らしい技術・製品を持つスゴ技
企業をはじめ、魅力的な企業が存在しているが、依然とし
て本県が転出超過である状況は変わっておらず、東京圏で
は引き続き転入超過が拡大しており、東京一極集中の流れ
に歯止めがかからない状況が続いている。
このため、県内の若者が、県外で進学、就職する前に魅
力的な県内企業の存在を知り、地元就職を選択肢の一つと
して考え、選ぶことを目指し、就職時期の若年世代の地元
就職に向けた取組みを今後も強化していく。

地方創生推進交付金

計画本文

愛媛県、松山市及び西予市

本事業では、これまでの営業活動を深化させ、よりター
ゲットを明確化した戦略的な販路開拓・拡大を推し進める
とともに、県内中小零細企業へのきめ細やかなサポートに
スゴ技、すごモノを世界へ売り込 愛媛県、松山市及び西予市の
よって、これまで営業活動を積極的に行ってこなかった潜
む愛媛の営業推進事業
全域
在企業の掘り起し、IT技術や各種データベースを活用した
県内企業の技術や製品の認知度向上に取り組み、更なる
「実需の創出」を行い地域経済の活性化を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

愛媛の求人・移住総合情報サイト
「あのこの愛媛」を活用した雇
愛媛県の全域
用・移住マッチング促進事業

移住支援及びマッチングサイト支援については、移住を希
望する人のマッチングを促進するため、マッチングサイト
を活用し、大量にある県内の求人情報を適切に届ける。特
に医療・介護等の職種については、長年ミスマッチが改善
されず人手不足が続いている状況を改善するため、移住支
援事業を行うことで地域が必要とする人材を獲得する。
併せて、起業支援金による支援、間接執行の仕組みによる
起業支援の専門コーディネーターの伴走支援を実施する。

地方創生推進交付金

計画本文

産地競争力強化事業

松山市の全域

成長品目の事業規模拡大として、「松山アボカド」のブラ
ンド力・生産力の向上を図り、出荷規格の整理と販路開拓
を行う。また、「グニーユーカリ」の栽培技術の研究によ
り生産性を向上させ、取引量の拡大につなげる。
首都圏で得たノウハウを活かし、「紅まどんな」等のブラ
ンド柑橘を関西圏・中京圏・九州圏の市場へＰＲし販路を
開拓・拡大する。
情報発信ツールを再構築し、認知度向上を図るとともに、
「マーケットイン」型の商品開発を支援し、「稼げる」モ
デルケースを創出する。

地方創生推進交付金

計画本文

憧れ誇りまつやまプロジェクト～
ライフステージ、ライフイベント
に応じた若者の定住・Ｕターン促 松山市の全域
進による若者人口増加プロジェク
ト～

高校生・大学生・若手社会人等で若者プロジェクトチーム
を結成し、情報発信ツールとしてアプリを開発。市内の高
校生や大学生を中心にダウンロードしてもらい、同年代お
よび少し年上の先輩目線でライフイベントに応じた情報や
松山の魅力を発信する「松山アンバサダー」を育成。県外
に進学・就職した者に能動的に情報発信できる環境を整え
る。また、地元の良さを知ってもらい、地元への愛着を高
めることで定住を促進するとともに、職場体感や就職に係
るセミナー・個別相談会などＵターン就職への取り組みを
推進する。

地方創生推進交付金

計画本文

マスターブランドでまちの価値を
今治市の全域
高めるまちづくり計画

「今治」の各コンテンツを包含する新しいブランドイ
メージ（マスターブランド）を創り、それを効果的にシ
ティプロモーションに活かすことで、サイクリストを含め
た観光客など交流人口の拡大や域内での滞留時間の延長に
繋がる取組みを進める。併せて、市民生活や各種活動など
あらゆるシーンにブランドイメージが浸透するように普及
啓発事業（シビックプライド醸成）を実施する。

地方創生推進交付金

計画本文

八幡浜版ＤＭＯを核とした観光地
域づくりによる「やわたはま」魅
八幡浜市の全域
力発信プロジェクト ～やわたは
まのトリコに～

八幡浜版ＤＭＯが核となり、観光事業を推進していくも
ので、豊富な地域資源を活かし、結び付け、磨き上げなが
ら、旅行商品等の造成を行い、効果的な情報発信やプロ
モーションにより、付加価値を高めて売り込むほか、地域
の多様な関係者が連携した着地型観光を促進することで、
交流人口の拡大や観光消費額の底上げを図り、地域経済に
好循環をもたらすとともに、観光振興による誘客や知名度
向上を図ることで、本市の魅力を向上させ、そこからの移
住・定住への誘導を推進する。

地方創生推進交付金

計画本文

せいよ「チャレンジ・スペース」
プロジェクト～生涯活躍できるま 西予市の全域
ち～

我が国は生産年齢人口の減少や少子高齢化の進展により、
65歳以上の高齢者の割合が2025年には30.3％と予測され、
本市においては45.1％と経験したことがない超少子高齢化
社会をいち早く迎える。このような状況の中、西予市では
新たな労働力の確保が求められており、高齢者や障がい者
だけでなく地域住民の経験を活かし、地元の農林水産物の
加工及び販売等を行うことができる施設を整備し、誰もが
チャレンジでき、活躍できるしごとの創出を行い、新たな
雇用の機会を創出する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

香川県及び三豊市

丸亀市

善通寺市

観音寺市

愛媛県並びに宇和島市、大洲市及び西予市

松山市

松山市

今治市

八幡浜市

西予市

食料品製造業のイノベーション

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

728 愛媛県

729 愛媛県

730 高知県

731 高知県

732 高知県

西予市

愛媛県喜多郡内子町

高知県

高知県

高知県

733 高知県

高知県

734 高知県

高知県、高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎
市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市及び香美市並
びに高知県安芸郡東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北
川村、馬路村及び芸西村、長岡郡本山町及び大豊町、土佐
郡土佐町及び大川村、吾川郡いの町及び仁淀川町、高岡郡
中土佐町、佐川町、越知町、梼原町、日高村、津野町及び
四万十町並びに幡多郡大月町、三原村及び黒潮町

735 高知県

736 高知県

737 高知県

738 高知県

739 高知県

高知市

土佐市

高知県安芸郡東洋町

高知県土佐郡土佐町

高知県吾川郡いの町

地域再生計画の名称

活用する支援措置

計画本文

西予市は平成25年に日本ジオパークに認定され、外国人を
含めた個人的な観光客は増加傾向にあるが、対応可能な宿
泊施設がなく対応に苦慮している。そこで、絶好のロケー
ションを背景に四国西予ジオパークを活用した体験型メ
ニューをさらに推進することはもとより、地元の農林水産
物を加工し付加価値を付けた上でレストランでの提供をし
たり、海鮮バーベキューなど食材の提供をすることができ
る滞在型観光宿泊施設を整備し、従前からの観光客の確保
に加え、新たな誘客促進を図る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

保護者の就労と子育てを支援する
愛媛県喜多郡内子町の全域
幼保連携型認定こども園整備計画

内子町では、内子町子ども・子育て支援事業計画を策定
しており、その中で「働きながら安心して子育てができる
環境づくり」を重点目標としている。
同一敷地内に隣接する保育園と幼稚園を統合し、新たに
認定こども園を設置し、０歳から就学前までの児童に対し
て一貫した質の高い教育・保育を総合的に提供する。ま
た、保護者が子育て相談や発達相談などを気軽に相談する
ことができる拠点整備を行い、保護者がワンストップで関
係機関との相談を行うことが可能となることで、働きなが
ら安心して子育てができる環境づくりを支援する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

マリンイノベーション（漁業のＩ
ｏＴ化）による操業効率化・漁業
生産性の向上及び総合的な担い手
高知県の全域
対策による漁業就業者の確保・育
成を通じた「若者が住んで稼げる
元気な漁村」の実現計画

「操業の効率化」として、土佐黒潮牧場の高機能化と漁場
予測手法等の開発の実施及び画像の配信プログラムを開発
し、土佐黒潮牧場の操業状況等を漁業者へ画像配信等を行
う。
「新養殖対象種の開発及び養殖用人工種苗の供給」とし
て、新養殖対象魚種の種苗生産技術を開発するための施設
整備を実施し、開発普及等を行う。
「漁業就業支援センターによる総合的な担い手対策」とし
て、研修事業費補助金を整備し、センターの運営に係る経
費の補助を行うとともに、研修事業に実施する。

地方創生推進交付金

計画本文

地域課題解決型ＩｏＴ実証プラッ
高知県の全域
トフォーム事業計画

ＩｏＴ、ＡＩ、ビックデータ等のデジタル技術を活用した
全国レベルの有力な課題解決モデルを保有する県外企業の
実証実験を本県に呼び込み、社会実装に繋げることで、地
域課題の解決を一層加速させる。全国でも有力なＩｏＴや
ＡＩ等のデジタル技術の活用による課題解決に向けた様々
な実証実験を、本県が実証フィールドを提供して積極的に
受け入れているという姿勢とそのための助成制度を広くア
ピールすることで、日本全国のSociety5.0関連企業の立地
を促進し、産業集積に繋げる。

地方創生推進交付金

計画本文

木材需要の拡大による土佐材の外
高知県の全域
商推進計画

（一社）高知県木材協会内に設置したTOSAZAIセンターを中
心とし、建築士との連携のもと、建築物への木材の使い方
を提案することにより、建築物や街並みの木造・木質化に
向けた取り組みを展開することとしている。具体的な手法
としては、全国的レベルの建築士集団（チーム・ティンバ
地方創生推進交付金
ライズ）と連携のうえ、木造設計に不慣れな建築士や施主
を支援するための木造建築に関する提案・相談窓口を
TOSAZAIセンターに設置するほか、県内外の自治体や民間事
業者への木造・木質化の提案にも取り組むこととしてい
る。

計画本文

畜産担い手の確保及び土佐あかう
高知県の全域
し増頭計画

畜産後継者や新規就農を目指す人材の、研修と実践の場と
して、畜産担い手畜舎を設置し、飼養管理技術や経営知識
を取得させながら、担い手ニーズとのマッチングを図り、
地域での就農、増頭に繋げる。地産外商戦略で需要の高い
高知県産和牛「土佐あかうし」の生産基盤となる繁殖経営
への就農により、増産を加速化させ、更なる販路拡大によ
る産地の活性化を目指す。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

オール高知体制による東京圏から
の就職及び地域課題解決型起業の 高知県の全域
促進

高知県まち・ひと・しごと総合戦略において位置づけた、
移住促進策と連動した各産業分野の人材確保の取組みや、
起業や新規事業を促進する取り組みなどと、地方創生推進
交付金を活用したＵＩＪターンによる起業・就業者の創出
事業を連携させることで、県内の地域地域において、各産
業のさらなる担い手確保や起業促進を図り、「地産外商が
進み、地域地域で若者が誇りと志を持って働ける高知県」
の実現を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

高知市版生涯活躍のまち推進事業
～生涯現役！こうちらいふで「人 高知市の全域
生二毛作」～

大都市圏等から本市へ移住してきた中高年齢者が、これま
で積み上げてきた経験・知識・スキル等を活かし、多世代
と交流しながら、健康でアクティブな生活を送り、必要に
応じて医療や介護を受けることができる「生涯活躍のま
ち」をめざす。
立地適正化計画で定める居住誘導区域に「地域交流拠点」
を整備するとともに、移住者や地域のニーズを把握し、市
内全域の幅広い分野で活躍できるよう、さまざまな支援等
を行うコーディネーターを拠点に配置。将来的には事業主
体間でネットワークを形成し、各拠点が連携しながら新た
な事業展開を図る。

地方創生推進交付金
生涯活躍のまち形成事業
計画に基づく特例
生涯活躍のまち形成事業
計画によるサービス付き
高齢者向け住宅の入居者
要件の設定

計画本文

観光を活かした官民協働による土
土佐市の全域
佐市創生計画

多くの他の自治体と同様に、土佐市においても平成２２年
から平成２７年の人口減少率が△５．７４％となり、１，
６４８人の人口減少があった。また、本市における２０６
０年の趨勢人口を１４，４８２人と見込むなか、人口減少
対策が喫緊の課題となっている。そのような状況下、
（社）土佐市観光協会が、民間団体主導で平成３０年１０
月に設立された。観光窓口を集約することで、新たな交流
人口の拡大を目指し、移住・定住人口の増加に繋げること
で土佐市まち・ひと・しごと創生総合戦略における戦略人
口を堅持したい。

地方創生推進交付金

計画本文

清流「野根川」の自然をテーマと
高知県安芸郡東洋町の全域
した地域活性化

「人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が人
口減少をさらに加速される」という「悪循環」が現状であ
る。これに対して「悪循環」の連鎖に歯止めをかけ、好循
環へ転じること、すなわち、「しごと」を創る→「ひと」
を呼ぶ→「まち」が活力を取り戻す→「しごと」・・・と
いう「まち、ひと、しごとの創生と好循環の確立」するこ
とが課題である。

地方創生推進交付金

計画本文

カヌーのまちづくり事業〜ミズデ
高知県土佐郡土佐町の全域
イキルまち土佐町の挑戦〜

嶺北地域及び土佐町ならではの貴重な観光資源であるさめ
うら湖の恵まれた周辺環境をいかし、周遊を促すレンタサ
イクルや地形を活かしたスポーツサイクリングの発着場所
として位置付けるとともに、情報のサテライト機能を有す
る発信拠点づくりによって、地域間連携や交流促進を行う
スポーツ観光拠点として交流人口の増加につなげる。また
本事業を通じて地元嶺北高校カヌー部の魅力化を図ること
により、高校の存続だけでなく、地域外からの移住者（入
学者）の増加につなげる。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

清流仁淀川を活かした体験型観光
高知県吾川郡いの町の全域
の磨き上げ計画

人口減少による負の連鎖を克服するため、豊かな自然を活
用した観光振興は、安定した雇用の創出対策の一つであ
り、体験型観光を推進している。当町にある貴重な観光資
源（仁淀川）を中心に、体験観光プログラムの磨き上げや
特産品づくりを強化していき、交流人口の拡大に寄与する
とともに、公共施設として町が管理している「にこにこ
館」を、地域が運営する観光交流施設として機能転換・強
化させることによって地域で稼ぐ力をより高め、所得の向
上、雇用の創出に寄与する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

ジオの恵み！ジオリゾートプロ
ジェクト

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要

西予市の全域

地域再生計画の概要

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

740 高知県

741 福岡県

742 福岡県

743 福岡県

744 福岡県

745 福岡県

746 福岡県

747 福岡県

748 福岡県

749 福岡県

750 福岡県

751 福岡県

752 福岡県

高知県幡多郡黒潮町

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県及び福岡県糟屋郡篠栗町

福岡県及び福岡県三井郡大刀洗町

北九州市

北九州市

北九州市

北九州市

北九州市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

黒潮町地域ＤＭＯによる観光推進
高知県幡多郡黒潮町の全域
事業

本町は温暖で豊かな自然環境を有し、体験型観光とスポー
ツツーリズムを展開して、自然環境を軸に地域資源を活か
したまちづくりに取り組んできた。そのような中、本町に
とって初めての高規格道路が開通しアクセスの向上による
交流人口の更なる拡大が期待されるところである。地域の
強みを最大限に活用し、町全体をマネジメントして観光地
経営を行う組織として地域ＤＭＯに登録されたＮＰＯ法人
を中心に、一般観光業の団体で多様な事業者で組織された
団体と連携しながら、観光産業を軸にした事業連携により
地域経済の活性化を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

「スポーツ立県福岡」実現プロ
ジェクト

福岡県の全域

スポーツは、体力の向上や健康の増進はもとより、生きが
いや仲間づくりといった人を元気にする力、子どもたちに
は夢や希望を与えるものであるため、「福岡県のスポーツ
を元気に」「スポーツの力で福岡県をより元気に」するた
めの事業を推進することにより、年齢や性別、障がいの有
無に関わらず誰もがスポーツの価値を享受できるようにす
る。また、スポーツを通じた地域の観光振興や国際交流の
推進を通じた県内各地域経済の活性化を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

福岡県農林業総合試験場の研究拠
点機能の強化による畜産農家の生 福岡県の全域
産性・所得向上計画

肥育素牛や配合飼料等生産資材価格の高止まりにより、県
内肥育経営が長期にわたり厳しい状況が続く中、福岡ブラ
ンド「博多和牛」の高付加価値化と生産性向上が可能とな
る飼養技術の開発に取り組むために必要な研究施設を整備
し、開発した技術を普及することで「博多和牛」の生産性
及びブランド力を向上させ、生産者の所得向上を図る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

国際水準の農業生産工程管理（Ｇ
ＡＰ）の実践力を備えた農業者の
福岡県の全域
所得向上を図るための施設整備計
画

農業大学校に、農産物の生産において発生する剪定枝や植
物残さなどの廃棄物を近隣畜産農家から収集した牛糞など
と一緒に堆肥化し、ほ場への還元を行うための堆肥舎や堆
肥製造後の農作業や実践研修におけるリスク軽減を図るた
めの衛生管理施設を整備し、国際水準の農業生産工程管理
地方創生拠点整備交付金
（ＧＡＰ）を実践研修できる施設の整備を行う。農業大学
校の学生に対する国際水準のGAP教育の強化とGAP指導者及
び経営発展に取り組む農業者に対するGAP研修の強化によ
り、国際水準のGAPの実践力を備えた農業者の所得向上を図
る。

計画本文

気候変動に対応した高品質な「福
岡有明のり」の生産技術の拠点化 福岡県の全域
による雇用創出計画

・漁業者の減少・高齢化、国内外で産地間競争が激化する
中、県の水産海洋技術センターは、収量・品質の向上や安
定生産に関する革新的な技術の開発、漁業者の経営力の向
上に向けた研修拠点を整備し、漁家経営の安定化を図り、
水産業を魅力ある成長産業とする。有明海研究所に空調・
断熱設備の備わったノリ糸状体培養施設を整備し、その技
術を漁業者に普及することで、漁業者のノリ糸状体培養施
設の導入・技術普及を支援する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

栽培漁業センターの種苗生産基盤
の強化による漁業者の所得向上計 福岡県の全域
画

福岡県の漁業経営体数は、経営の悪化や後継者不足など
により減少し続けている。福岡県では、水産業を継続的に
安定した収入を得られる、後継者の育つ魅力ある成長産業
とするため、就業相談会の実施、海域に合わせた漁場づく
り、ブランド化の推進、６次産業化の推進、輸出拡大及び
新たな需要の創出などの施策を実施している。その中でも
資源管理は水産業の根幹をなす重要な施策であり、本計画
ではその一端を担う栽培漁業を振興するために種苗生産施
設を拡充し、もって本県水産業の成長産業化の一助とす
る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

ささぐり安心安全で活力ある町づ
福岡県糟屋郡篠栗町の全域
くり計画

主要地方道を中心とした町道及び林道開設を一体的に行う
ことにより、木材の輸送コスト低減につながる大型車両の
走行を可能とし、併せて関連する既設森林作業道の整備を
進めることにより、効率的な道路ネットワークが構築さ
れ、木材生産量の増加や林業従事者を含めた地域の雇用増
による林業の活性化が期待されるまた、観光資源がネット
ワーク化され、観光入込客数の増加が期待されるととも
に、アクセス道の整備による地域住民の利便性向上及びう
回路機能の確保による災害時の孤立解消が期待される。

地方創生道整備推進交付
金

計画本文

ふくおか健康づくり県民運動

健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる
期間である「健康寿命」を伸ばすことが重要であり、健康
の維持・増進を意識していくことが必要であるため、「ふ
くおか健康づくり県民会議」を構成する保健・医療関係団
体、経済団体、企業、大学、マスコミ、地域団体及び国、
県、市町村が一体となって、特定健診・保健指導等の実施
率向上、バランスのとれた食事や食育の推進、運動習慣の
定着に関する取組を実施する。

地方創生推進交付金

計画本文

北九州観光・インバウンド振興推
北九州市の全域
進計画

多くの外国人観光客が訪れている現在を絶好の機会と捉
え、既存観光資源の磨き上げを行い、国内外へ効果的なプ
ロモーションを行うことで、既存観光資源の認知度向上を
図る。また、外国人観光客をはじめとした観光客が滞在し
やすい環境を整備することで、市内での滞在期間の長期化
を図り、本市での消費拡大につなげ、地域経済の活性化を
実現する。

地方創生推進交付金

計画本文

ＳＤＧｓの達成に向けた人材育成
北九州市の全域
事業推進計画

地域の課題を解決し、ＳＤＧｓを達成するには、産官学
民の幅広いステークホルダーが連携して取り組む必要があ
る。そのためには、ＳＤＧｓに取り組む人材を育てること
が不可欠である。当事業では、地域課題を踏まえた以下の
４つの柱により、ＳＤＧｓの達成に向けた人材の育成を行
う。

地方創生推進交付金

計画本文

市内就職応援プロジェクト～そう
北九州市の全域
だ！北九州で働こう～

市内の学生や第二新卒等の若者への地元企業等の情報提供
やマッチング機会の創出、市内小・中学・高校の学生への
早期からの職業観の醸成、地元企業の認知度向上やまちの
魅力発信に向けた取組みに等を通じて若者の地元就職・人
材還流、地元企業の人材確保等を多方面からアプローチす
る。また、これまでに取組に加え、新たに、九州・山口一
円の大学・工業高校・高専など約100校の学校関係者との
ネットワークを活かし、九州・山口エリアの学生や教職員
に対して、企業や街の魅力をPRすることで本市への就職へ
とつなげる。

地方創生推進交付金

計画本文

北九州空港利用促進による地域活
北九州市の全域
性化計画

訪日需要を促すプロモーション活動に加え、空港の活性化
を図り、路線定着に向けたアウトバウンド創出のために北
九州空港の利便性を多方面に周知し認知度を向上させる。
また、北九州空港で九州唯一の貨物定期便のメリットを活 地方創生推進交付金
かすためには、輸出入通関体制構築による空港機能を強化
し、荷主やフォワーダーの利便性を向上させ、更なる貨物
集積を図る。

計画本文

北九州市立文学館魅力向上計画

福岡県の全域

北九州市を象徴する「小倉城」の周辺エリアには、小倉城
庭園や文学館などの歴史的・文化的施設が集積し、城下町
としての歴史により育まれてきた郷土の伝統や、多くの文
学者を輩出してきた文化的な土壌があり、観光客にも魅力
北九州市の区域の一部（小倉 的な観光資源である。小倉城周辺は、北九州都市圏域（北
城周辺地区）
九州市及び周辺６市１１町）の人口規模（約１４０万人）
を背景に、住民、買い物客や観光客等によりにぎわいを見
せており、小倉城周辺を新たな都市型観光エリアとして開
発することにより、このエリアを回遊する観光客のさらな
る滞在時間延長と消費拡大を図る。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

753 福岡県

754 福岡県

755 福岡県

756 福岡県

757 福岡県

758 福岡県

759 福岡県

760 福岡県

761 福岡県

762 福岡県

763 福岡県

764 福岡県

活用する支援措置

計画本文

地方創生拠点整備交付金

計画本文

福岡市の全域

地域住民と外国人の相互理解を促進するため，交流会・
ワークショップ等を実施し，「共生コーディネーター」を
配置して自発的な交流に発展させるとともに，好事例をよ
り多くの地域に広げ，地域住民と外国人が主体の「共生の
地域づくり」を促進する。また，高度外国人材の獲得と活
用の推進のため，海外現地での日本留学フェア等に出展
し，海外の学生へ直接アプローチして福岡市の留学のきっ
かけをつくり，優秀な学生の福岡市への呼込みを実施す
る。

地方創生推進交付金

計画本文

エンジニアフレンドリーシティ福
福岡市の全域
岡の推進

国内外の優秀なエンジニアが集まる環境を創出し，エンジ
ニアによって生み出される新サービス等を通じて経済成長
や市民生活の向上を図るため，エンジニアが集まる場の提
供，ウェブサイトやＳＮＳによるエンジニアの情報発信，
イベント・セミナー等を実施するもの。

地方創生推進交付金

計画本文

人・いのちに着目したにぎわい交
大牟田市の全域
流創出事業

本市がこれまでの歴史的経緯やまちづくりの中で培ってき
た地域資源と、「ジャー坊」のゆるキャラ準グランプリ獲
得や地方創生ムービーの制作・公開、西鉄観光列車運行開
始といった様々な好機の到来とを、「人」や「いのち」を
テーマに組み合わせ、様々なプロモーションや観光振興事
業を実施する。これにより、本市の更なるイメージ・知名
度の向上と交流人口・移住定住人口の増加を一体的に推進
する。

地方創生推進交付金

計画本文

田川市

地域一体の映画づくりを通じたご
当地メニューの開発による地域食 田川市の全域
材販路拡大プロジェクト

本事業は、地域が一体となった映画製作の取組を通じて、
マーケット・インの視点を入れたご当地メニューの開発及
びプロモーションを実施するとともに、地域商社等が主体
となって行う新たな特産品開発を支援することにより、地
域食材の利用拡大を実現させるもの。
また、映画本体、ご当地メニュー（派生した特産品含
む）及びロケツーリズム等の新たなコンテンツを活用し、
田川広域観光協会を中心としたＤＭＯ化や観光地としての
地位確立に向けた取組を加速化させる。

地方創生推進交付金

計画本文

八女市

八女市立花地区に６次産業化による付加価値の高い加工品
を生産するための農産加工施設、講習会等を行うための研
修室、１年を通して安定的な農産物等を提供するために食
材等を保管する資材倉庫、大人数で食事・休憩が出来る屋
道の駅たちばなを拠点とした地域 八女市の区域の一部（立花地
内型の休憩施設等が一体となった地域拠点施設の整備を行
コミュニティ再生化計画
区）
うことで出荷者の高齢化によるの販売数の減少に歯止めを
かけるとともに、既存の農産物直売所との相乗効果によ
り、道の駅たちばなへの来客増を図り、観光の振興、経済
波及効果による地域の活性化につなげる。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

筑後市

本市の課題である人口減少に対応することを目的に、本市
の特色であるスポーツ推進に着目し、HAWKSベースボール
パーク筑後でのイベント開催などにより、子供たちの健全
育成を図り、運動・スポーツに触れることの楽しさを伝え
る環境を整備する。また、これらの事業を通じて、シティ
プロモーション事業を推進することにより「スポーツを通
した健康なまちづくりの推進」を図り、他市にはない魅力
を積極的にアピールすることで、移住・定住の促進につな
げる。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

○多文化共生社会を地域で支援するための組織の設立
・生活・就労に関する情報提供・相談窓口の構築。
・外国人受け入れに必要な「しくみ・ルール・制度」を考
案する機関設立。
○多言語対応した生活・住環境支援アプリケーションの開
発
・各公共施設、駅、銀行、病院の位置情報・施設概要及び
利用案内、企業情報や店舗情報等を盛り込んだ多言語対応
アプリの開発。
・外国人が生活・住環境及び就労環境を確認でき得る可視
化ツールとしての機能を付加し、利用者が広告媒体機能や
双方向に情報を共有できる機能を持たせる。

地方創生推進交付金

計画本文

豊前市の全域

入管難民法改正に伴い、労働力不足解消への期待が高まる
中、言語や文化の異なる外国人の増加に対応してスムーズ
に受け入れるためには、より丁寧な生活等オリエンテー
ションや生活基盤に係る様々な支援により、異国の地での
生活の不安を解消することが必要である。
また、地域住民と外国人との交流の場を確保することで、
相互理解を深め、共に住みやすいまちづくりを目指す。
さらに、地域住民にとっても地元の魅力の再発見につなが
ることが期待でき、当市における地方創生に資するものと
なる。

地方創生推進交付金

計画本文

豊前ジビエ販売促進計画～「負」
豊前市の全域
を「富」の連鎖に！

農産物被害軽減のため、有害鳥獣捕獲を実施しているが、
その処理が大きな負担となり、捕獲意欲の低下、後継者不
足にもつながっている。一方で、農産物被害も減少傾向に
はあるものの、依然相当な被害が継続、農業所得・営農意
欲の低下、後継者不足の要因となっている。このことか
ら、獣肉処理加工施設を設置、処理にかかる捕獲員の負担
軽減を図るとともに、獣肉を新たな地域資源として有効活
用することで、捕獲頭数の増大、捕獲員・農業者の意欲向
上、収入源の確保、雇用の場の創出につなげ、関係者の所
得の向上、後継者の育成を実現する。

地方創生推進交付金

計画本文

公共施設を有効活用した地域活性
宗像市の全域
化計画

広域拠点であるＪＲ赤間駅周辺にありながら利用率が低い
赤間駅南口第２自転車等駐車場等の既存公共施設の用途を
変更し、起業のための拠点や民間企業のオフィス誘致等の
拠点を整備する。
あわせて、起業の希望者に対する相談対応やセミナー実
施、起業者に対する経営安定化に向けた相談体制の整備
等、切れ目のない充実した支援体制を構築することで、よ
り起業しやすい環境を整備し、本市の賑わいの創出や新た
な雇用の拡大を図る。

補助対象施設の有効活用

計画本文

スポーツ観光を軸としたまちの活
宗像市の全域
性化・ひとの国際化推進事業

ラグビーワールドカップ、東京オリンピック・パラリン
ピック等の大規模国際スポーツ大会開催を控え、その機運
が高まりつつある。本市においては、ナショナルチームの
合宿の受け入れを開始し、市民との交流機会の拡大を目指
している。本市ではスポーツ観光の推進を重点施策として
位置付けており、その中心的役割を民間総合スポーツ施設
グローバルアリーナとの連携を検討している。
国際的な視野を持ち活躍できるグローバル人材を育成し、
市全体に外国からの来訪者を受け入れやすい土壌を醸成
し、まちの賑わいの創出を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

北九州市

福岡市

福岡市

大牟田市

行橋市

豊前市

豊前市

宗像市

宗像市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

三郎丸市民センターを「生涯活躍のまち」のフラッグ
シップモデルと位置づけ、ハード、ソフトの両面から取組
を進めていく。
今回の整備で、地域の人々が生涯学習やボランティアの
三郎丸市民センターを拠点とした
情報に触れることができる情報提供コーナー等を設置し、
北九州市の区域の一部（小倉
「生涯活躍のまち」フラッグシッ
多世代の人々が活用できるホールや多目的トイレ改修によ
北区）
プモデル整備事業
るユニバーサルデザイン化を行う。改修後には健康づくり
事業（高齢者いきいき相談事業）等を実施し、高齢者の社
会活動への参加を増やしつつ、生きがいづくりや介護予防
につなげることで、市民センターを拠点とした生涯活躍の
まちを形成する。

外国人材の受入・共生事業

筑後の輝く未来へ！スポーツわく
筑後市の全域
わくプロジェクト

外国人労働者・生活者の受け入れ
に伴う地域活性化形成プラン～多
文化共生社会「ゆくはし」を目指 行橋市の全域
して～

外国人生活基盤支援事業

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

765 福岡県

766 福岡県

767 福岡県

768 福岡県

769 福岡県

770 佐賀県

771 佐賀県

772 佐賀県

773 佐賀県

774 佐賀県

775 佐賀県

776 佐賀県

糸島市

糸島市

福岡県朝倉郡東峰村

福岡県朝倉郡東峰村

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

糸島市「しごとの魅力向上」事業 糸島市の全域

本市では求人しても求職者が集まらず、職を求めた若者の
市外流出が課題である。そこで若者が「糸島市で働くこと
に魅力を感じる」よう次の３つの方向で取組を進める。
①企業間・産業間で連携して事業・収益を拡大し、労働環
境の改善に繋げ糸島で働くことの魅力を高める。
②農林水産物と観光の連携で交流人口（インバウンド含
む）を増やし、職としての農林水産業や観光産業の魅力を
高める。
③協定を締結している大学等との連携を強化し、大学等が
持つ知的資源を地域課題・行政課題の解決、しごとの創生
や働き方改革などに活用する。

地方創生推進交付金

計画本文

糸島市「地域社会の担い手育成・
糸島市の全域
発掘」事業

本市では、人口増加地域と人口減少地域の二極化が進
み、人口減少地域では将来的に持続可能な地域づくりに支
障を来す恐れがある。
そこで、移住者を呼び込む取組を継続しながら、市内在
住者に住み続けてもらう取組を推進し、地域社会の担い手
の育成・確保に向け、次の３つの方向で取組を進めてい
く。
①住民が自ら地域を創生・活性化させる活動を実践し、新
たな地域の担い手を育成する
②子どもの頃から郷土愛を育む活動を行い、次代の地域の
担い手を育成・確保する
③女性の参画を促進し、新たな地域の担い手を発掘・育成
する

地方創生推進交付金

計画本文

小石原焼・高取焼
開プロジェクト

福岡県朝倉郡東峰村の全域

日本の陶磁器や伝統工芸に造詣が深い国内外のバイヤーや
愛好者などに、本村の陶器などの伝統工芸品を民間ベース
で直接・安定的に輸出できる体制を構築するために、国
内・海外における一連の販路開拓活動や商品開発、観光振
興に向けた産品のＰＲ活動を行う「地域商社」設立を支援
する。

地方創生推進交付金

計画本文

福岡県朝倉郡東峰村の全域

竹集落に古民家ゲストハウス・棚田レストランを整備し、
都市部の家族連れには「いなか暮らし」の場を、移住希望
者には「お試し住宅」として提供します。棚田レストラン
では、地元食材を中心に地産地消を推進し、宿泊施設まで
食事を運ぶケータリングを行う事で宿泊者への利便性を高
めます。また、共同農園も併設されていることから、自ら
収穫した野菜を使った料理の提供を行うなどの体験型の食
事も積極的に取り入れ交流・関係人口の創出を図りながら
自立を目指します。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

福岡県八女郡広川町の全域

本町の豊かな自然や豊富な農産物資源、伝統工芸をはじめ
とするものづくりの文化を活用して、子どもの健全な育成
を促す場づくりや地域で子どもの自由な遊びを見守る人材
の育成、さらには子育て中の女性同士が情報交換できる仕
組み作りを、「広川町で健やかな子を育てたい!」推進プロ
ジェクトとして一体的に実施するもの。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

全国、世界展

ゲストハウス拠点整備計画

福岡県八女郡広川町

「広川町で健やかな子を育てた
い!」推進プロジェクト

佐賀県

ＳクラスのＳＡＧＡくらし・しご
佐賀県の全域
と創出プロジェクト

ＵＪＩターンによる移住・就職希望者に対してワンストッ
プ相談窓口の設置や各種就労支援策を一体的に実施するこ
とにより、移住促進と産業人材の確保に取り組む。

地方創生推進交付金

計画本文

東京オリパラを契機とした、多様
性ある街の賑わい創出プロジェク 佐賀県の全域
ト

東京オリンピック、パラリンピック開催及び本県におけ
るホストタウン登録（オランダ、ニュージーランド、フィ
ジー、タイ）を念頭に、外国人・障がい者との人的交流や
文化・芸術に触れる機会の提供に関する事業と、外国人や
障がい者等をサポートする事業を組み合わせ、多様性のあ
る街の賑わいの創出を実現しようとするものである。

地方創生推進交付金

計画本文

ＳＡＧＡものづくり強靭化プロ
ジェクト

佐賀県の全域

「ものづくり企業力向上」のために、新技術・新製品開発
から生産性改善・高度化、販路拡大までの一貫した支援、
「ものづくり人材力育成」のために、就業者・教員・高校
生を対象にした熟練技能者による講習会の開催、高校生の
ものづくりコンテスト等に向けた取組支援、「ものづくり
のイメージアップ」のために、保護者向け工場見学やもの
づくり体験イベントの開催、工場のブランディング等に取
り組むことで、佐賀県経済の持続的な成長を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

ＳＡＧＡ県産品ブランド強化推進
佐賀県の全域
プロジェクト

農産物をはじめとする県産品を消費者に受け入れてもらう
ため、県内および首都圏など都市部を中心とした県外への
プロモーションを展開するなど支援を行い、有利販売や新
たなビジネス創出につなげ、生産者の所得向上と地域活性
化をはかる。

地方創生推進交付金

計画本文

新しい時代を創るＳＡＧＡ農林水
佐賀県の全域
産業イノベーションプロジェクト

ＡＩやＩｏＴといった最新技術を活用して生産性を飛躍
的に向上させたり、６次産業化などによる付加価値を高め
るなど、農林水産業の現場にイノベーションを起こすこと
で所得を向上させ、それを契機に県内外から人を呼び込む
ことで担い手の確保・育成につなげ、担い手の方々には地
域を支える核となる人材としても活躍してもらうことによ
り地域の活性化を図る。
農林水産業を中心とした人・仕事・地域の好循環を確立
することにより、佐賀県の新しい時代を創り出す。

地方創生推進交付金

計画本文

イチゴの飛躍的生産性向上による
佐賀県の全域
活力ある佐賀の再興プロジェクト

地域において日常生活が営まれる場と農業の生産現場は密
接に関わっていることから、「農業」を中心とした地域人
材の確保・育成に取り組み、地域の活性化と産業としての
農業振興を表裏一体で進めていく必要がある。そのため、
佐賀県農業の基幹品目であるイチゴの収量を飛躍的の向上
させる技術を開発し、生産現場に普及させることにより、
生産者の所得向上や経営規模拡大、新規就農者の確保を図
り、地域の活性化につなげる。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

高速道路ネットワークを活かした
小城市の全域
小城市まち・ひとづくり事業

（１）牛津拠点地区市街地活性化推進事業:地域住民や商業
者が主体となって策定した基本構想を構想段階から実施段
階へ具体的に始動させる。自発的なまちづくり活動をさら
に活発化させ、市は全体の統括を行いながら先導するとと
もに、財政支援を含めて後押しする。
地方創生推進交付金
（２）高速道路ネットワークを活かした総合戦略推進事業:
福岡地域戦略推進協議会・ＮＥＸＣＯ西日本・市の３者が
連携して、これまでになかった高速道路を起点とした魅力
ある動線づくりと拠点づくり、それを活かした「豊かで活
力ある地域づくり」に取り組む。

佐賀県

佐賀県

佐賀県

佐賀県

佐賀県

小城市

計画本文

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

777 長崎県

778 長崎県

779 長崎県

780 長崎県

781 長崎県

782 長崎県

783 長崎県

784 長崎県

785 長崎県

786 長崎県

787 長崎県

788 熊本県

789 熊本県

長崎県

長崎県、長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平
戸市、松浦市、対馬市、五島市、西海市、雲仙市及び南島
原市並びに東彼杵郡東彼杵町、川棚町及び波佐見町

長崎県、長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平
戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市及び雲仙
市並びに長崎県西彼杵郡長与町、東彼杵郡東彼杵町、川棚
町及び波佐見町、北松浦郡小値賀町並びに南松浦郡新上五
島町

長崎県並びに大村市及び五島市

平戸市

平戸市

対馬市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

地方創生港整備推進交付
金

計画本文

地域課題解決型 移住・定住促進事
長崎県の全域
業

本県は、人口減少・少子高齢化が急激に進み、労働力不足
や後継者不足から廃業を余儀なくされることもあり、地域
の魅力が薄れ、空白地帯が生じる可能性がある。一方、本
県への移住者は増加傾向にあるが、適切な住まいや働く場
がないことから断念するケースも少なくない。このため、
移住者のニーズに応じた住まいの確保や働く場を確保する
ことで、本県への移住を促進するとともに、事業承継や地
域の強みを生かした地場産業の拡充により、地域課題の解
決や地域の魅力向上を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

長崎県地方創生移住・創業支援事
長崎県の全域
業

本事業は、長崎への移住者希望者への支援や就業支援、長
崎での創業をサポートする制度構築を行うため、東京23区
から本県への移住・就業を
支援するため、移住支援金の交付、マッチングシステムの
改修・維持管理、広告作成支援を行う。また、地域への波
及効果が期待される事業や地域社会が抱える課題の解決に
資する事業への創業を支援する。

地方創生推進交付金

計画本文

生産者と関係機関が一体となった
「チャレンジ畜産６００億」推進 長崎県の全域
プロジェクト

本計画は、本県畜産業の基幹的作目である肉用牛と養豚に
おいて、①長崎和牛の認知度及びブランド力向上のための
流通・販売対策と、肥育農家の所得向上のための経営対
策、コスト縮減対策、品質向上対策を一体的に推進するこ
とによる長崎和牛生産体制の好循環化の実現、②老朽化し 地方創生推進交付金
た豚舎の設備補改修支援、収益性の高い優良母豚の導入推
進により生産基盤を強化することで県産豚肉の出荷拡大を
図ることにより、畜産産出額600億円の早期達成を推進する
プロジェクトである。

計画本文

平戸城を核とした観光客拡大プロ
平戸市の全域
ジェクト

インバウンドを主体とした観光戦略と体験滞在型コンテン
ツの充実による観光地域づくりを行うため、マーケティン
グ調査分析に基づく新たなインバウンド戦略の立案、満足
度調査の実施、中核人材の育成等に取り組み、平戸版ＤＭ
Ｏを形成・確立する。また、平戸城懐柔櫓を日本100名城初
地方創生推進交付金
となる城の宿泊施設としてリニューアルすることにより、
本市の新たなキラーコンテンツを造成する。改修される平
戸城櫓のＰＲに関しては、宿泊施設化の設計・工事等に対
して助言を行う民間事業者の知見を生かし、ＰＲプロモー
ションを効果的に行う。

計画本文

三浦按針をテーマとした交流によ
平戸市の全域
る地域活性化プロジェクト

若年層の転出超過や移住者の定住化が課題となっている
中、本市の歴史と深い関わりがある三浦按針の没後400年の
節目の年を契機として、三浦按針をテーマとした事業を官
民一体となり実施することにより、住民の地域への愛着と
地方創生推進交付金
誇りの醸成を図るとともに、市民活動の活性化を行い活気
に溢れたまちづくりを行う。また、按針の功績を全国に発
信し交流人口の拡大による魅力あるまちづくりを展開す
る。

計画本文

勝本港の岸壁、物揚場、浮桟橋を再編し、直売所などの
観光施設とあわせた整備と、平戸港の港湾施設、度島漁港
の漁港施設を一体的に整備し、壱岐のマグロ、ウニ等と平
長崎県壱岐市及び平戸市の区
壱岐・平戸の相互供給による販路
戸のアゴ、かまぼこ等のそれぞれの特産物を相互供給する
域の一部（勝本港、平戸港、
拡大計画
ことで、両地域の販路拡大を図る。福岡等都市圏から世界
度島漁港）
遺産や日本遺産のそれぞれの地域を訪れる観光客に、もう
一方の観光名所や海産物をPRし、両地域の観光客数、観光
消費額の増加を目指す。

対馬中地区神話の里を中心とした
対馬市の全域
交流人口拡大プロジェクト

本事業は、少子高齢化、人口減少が顕著な本地域におい
て、急増する韓国人観光客等をターゲットに、滞留時間の
拡大による域内消費の増加、地域活性化を図るため、神話
の里自然公園内のキャンプ施設の拡大と既存の民宿、ホテ
ル等、宿泊施設におけるトイレ洋式化、カード決裁機能の
付加、その他観光客のニーズにあった体験事業、魅力化事
業等をコンパクトエリアにおいて一体的に実施するもので
ある。

地方創生推進交付金

計画本文

壱岐市ＳＤＧｓ未来都市等推進計
壱岐市の全域
画

先進技術を積極的に取り入れ、少子高齢化等の社会的課題
の解決と基幹産業である1次産業を中心とした経済発展を両
立する。また、現実・仮想ともに様々な人や情報につなが
ることで、イノベーション（新たな価値）が起こり続け、 地方創生推進交付金
あらゆる課題に対応できるしなやかな社会を作るととも
に、一人一人が快適で活躍できる超スマート社会（Sｏｃｉ
ｅｔｙ５．０）の実現を目指す。

計画本文

観光インフラ及びホスピタリティ
向上による関係・交流人口拡大計 壱岐市の全域
画

宿泊施設等を重要な観光インフラと捉え、観光業を牽引
し、新たな需要を取り込むリゾート施設を整備、併せて事
業者向けホスピタリティ研修施設としても機能し、島全体
のサービスの質の向上を図る。関係・交流人口及び観光消
費の拡大を図り、観光業を核に継続的な経済好循環を創出
する。

地方創生推進交付金

計画本文

壱岐市

新形態の産業支援機関による離島
壱岐市の全域
での起業・創業拡大計画

中小事業者の売上向上のため、無料のビジネスコンサル
ティングを軸とした支援を行う壱岐しごとサポートセン
ターにおいて、島内での起業・創業者を拡大させるための
支援を拡充させ、起業・創業者を増やすことで、島内に新
たな雇用の場を創出し、島外へ流出している若年層の地元
就職を促進するとともに、起業・創業に取組みやすい環境
を整備することで、市内での起業・創業を目指す島外者を
取り込み、人口減少の抑制を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

長崎県西彼杵郡時津町

時津町がもつ資産である大村湾を一望できる「崎野自然
公園」、「鯖くさらかし岩」、「日本二十六聖人上陸記念
碑」などの本町の地域資源と観光地化した「鳴鼓岳」をつ
時津町民総活躍プロジェクト「Ｃ
なぎ合わせた観光周遊ルートを構築することで、町内を回
長崎県西彼杵郡時津町の全域
оｍｅ＆Ｂｕｙ戦略」
遊させる仕組みづくりを行い、町内全体の経済を活性化さ
せ、女性も男性も、若者も高齢者も、障害や難病のある方
も、誰もがその能力を存分に発揮できる時津町民総活躍社
会を創り上げるものである。

地方創生推進交付金

計画本文

「くまもと暮らし」スタートアッ
熊本県の全域
プ応援プロジェクト

県内市町村や不動産団体等の民間団体で構成する「くまも
と移住定住促進戦略推進協議会」を活用して、移住希望者
のステージに応じた取組みや様々なステージの移住希望者
がくまもと暮らしに向けた準備をより具体化していくため
の総合的な支援、更には、移住後もくまもと暮らしを継続
していくための支援を体系的に行っていく。これにより、
本県への移住定住の促進を図るとともに、単に人口増加に
留まらない、県内地域における様々な活動の活性化や、移
住者を介した地域のつながりの再構築などを目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

集え未来の担い手！技能継承“Ｓ
熊本県の全域
ＭＡＲＴ”推進プロジェクト

農業、水産業の一次産業、建設業や製造業を始めとした技
能職等を若者に魅力ある産業として定着させ、かつ実践的
な技術・技能を若いうちから学ぶなど、即戦力としての技
術・技能を身に着け、技術を継承していく仕組みを構築す
る。さらには、現にその産業を支えている担い手の技術
力・生産力の向上を図り、人口減少社会における県内主要
産業の稼ぐ力を高め、新たな雇用の創出及び県民所得の向
上など、本県における地方創生の実現を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

壱岐市

壱岐市

熊本県

熊本県

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

790 熊本県

791 熊本県

798 熊本県

799 熊本県

800 熊本県

801 熊本県

計画本文

計画本文

くまもと発！自然共生型産業成長
熊本県の全域
促進プロジェクト

産官学金連携の創業支援プラットフォームによる、シーズ
の発掘、パートナー企業とのマッチング、研究開発の技術
面・資金面でのサポートなど企業の成長段階に応じたハン
ズオン支援を実施するとともに、ベンチャーの「人材・資
金の獲得促進」「地元定着促進」に取り組み、若者に魅力
的な働き場となる、地域資源を活用した成長性の高いベン
チャーの継続的な創出と成長促進を図るもの

地方創生推進交付金

計画本文

熊本地震の震災遺構等を活用した
回廊型フィールドミュージアムに 熊本県の全域
おける中核拠点整備プロジェクト

熊本地震の記憶や経験、教訓等の風化と地域の交流人口の
減少が進行する中で、東海大学阿蘇キャンパス１号館建物
を回廊型フィールドミュージアムの中核拠点として整備す
ることで、熊本地震の記憶を継承、発信するとともに、新
たな地域資源を創造し、交流人口の拡大による地域活性化
を図る

地方創生拠点整備交付金

計画本文

くまもと版地方創生移住・起業支
熊本県の全域
援プロジェクト

熊本県の転出超過と県内企業の人手不足解消を目的とし
て、移住者の金銭的負担を軽減し、本県への移住を促進す
るため、東京圏在住者が本県に移住し、県が制作・運営す
るマッチングサイトに掲載される県内企業に就職した場
合、その者に対して移住に必要な経費の一部を補助する。
また、併せて、地域コミュニティを維持し、地域住民や移
住者の自立した地域づくりを推進するため、地域再生計画
において定める社会的事業等の分野において地域課題の解
決に資することを目的として新たに起業する者に対して、
起業に必要な経費の一部を補助する。

地方創生推進交付金

計画本文

八代市健康交流のまちづくりを目
八代市の全域
指したヘルスツーリズム構築事業

本市の体験型観光や滞在型観光の核となる観光振興重点エ
リアである日奈久地域を中心に、豊富な農林水産物を活か
した地産地消の推進、豊かな自然を活かしたアクティビ
ティを連動させた「ヘルスツーリズム」を実施し、交流人
口の拡大、観光産業の活性化、地産地消による域内経済の
活性化を目指す。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

人吉生産性向上協創拠点整備計画
～”人吉球磨スタイル”ローカル
人吉市の全域
イノベーション協創拠点を目指し
て～

本計画は、「日本遺産人吉球磨を発信・域内へ人を送り出
すエントランスセンター」や「くつろぎを提供する温泉」
「人吉しごとサポートセンター」に加え、ＩＴ企業等の集
積を促進する施策を執る中、サテライトオフィスやコワー
キングスペース等を整備することで、地域内外の交流増
加、地域が抱える課題等の収集、人吉しごとサポートセン
ターと連携した地域人材の確保や他業務の技術との協力に
よりしごとの創出が期待できるなど、各機能の好循環を創
出し、ローカルイノベーションを起こす人吉球磨スタイル
の生産性向上協創拠点化を図るもの。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

将来の民間主導につなげるための
オール山鹿によるまちづくりの推 山鹿市の全域
進計画

福岡県を重点ターゲットとして、ニーズ把握と受入態勢の
質向上、効果的な情報発信といった誘客促進に係る取組み
を実施するとともに、山鹿灯籠、菊鹿ワイナリー、山鹿新
シルクを連携させるなど、市内を周遊する仕組みを構築す
る。これにより、福岡県からの観光客をさらに増加させ、
滞在時間の延長を通じた宿泊と消費額の増加、リピーター
の獲得に繋げる。さらに本事業３年目には、それまでの実
施体制を強化することで、経済団体等が自走自立し、地域
一体となった魅力的な観光地域作りの中心となる大きな一
つの集合体の確立を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

起業家教育を活用した地域の担い
上天草市の全域
手育成事業

各中学校において本市ならではテーマに沿って地域の魅
力や課題を発掘し、高校生や大学生、地域住民や有識者と
一体となって、課題解決のための事業に取組んでいく。地
域の魅力を知り、地域に誇りを持つ小学校から高校まで一
貫した地域に子どもたちが残る仕組み、一度出ても”地元
で仕事をするために帰ってくる人材”を育て、子どもたち
を中心に、地域住民も主体的に問題を見つけ自らが考え行
動する力が身に着くとともに、地域の魅力を発掘し、取組
みを進める中で、郷土愛が醸成され、地域を担う人材の育
成に繋げる。

地方創生推進交付金

計画本文

湯島を存続させるためには、市外からの若者の移住を促
進し、地域の活性化を図る必要がある。そのためには、お
試し移住やシェアオフィスの利用環境を整備することで、
増加する交流人口の中から、湯島の移住定住の促進を図
上天草市の区域の一部（湯島
る。
地区）
民間事業者による超高速通信網等の整備により、島民及
び観光客等の利便性が向上することで、離島のハンディを
少しでも埋めることができ、国内外に向けて随時情報発信
及び新たな仕事の創出や島内の利益向上を目指す。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

宮地岳観光交流施設の整備による
天草市の全域
天草市の観光振興と地域活性化

道の駅の機能を有する「宮地岳観光交流施設」を整備す
る。同施設には、地域の「かかし」を活かしたまちづくり
を推進するため、「かかし」の常設展示のほか、物販・飲
食スペースを設置し、地域資源を活用した地域産品・加工
品の販売や飲食の提供などにより、地域住民と観光客の交
流による更なる地域の活性化及び経済波及効果を高める。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

熊本県阿蘇郡高森町

エンタメ業界と連携したまちづく
熊本県阿蘇郡高森町の全域
りプロジェクト

熊本地震で被災した南阿蘇鉄道の2022年の全線復旧及び熊
本での国際スポーツ大会や東京オリンピック開催でのイン
バウンド需要増加を見据え、海外の漫画クリエイターを招
いた「くまもと国際マンガＣＡＭＰ」を2018年から実施
し、世界中へ熊本・阿蘇・高森町の魅力ある地域情報を発
信することで更なる観光交流人口獲得を目指している。こ
の事業をきっかけに、漫画をはじめとするクリエイターを
受け入れる体制を整備し、エンタメ業界と連携した町の産
業の再活性化を図り、少子高齢化による人口減少に歯止め
をかける施策とする。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

熊本県上益城郡御船町

町道と広域農道の一体的な整備を行い、本町の主要な産業
の振興に資する道のネットワークを構築することにより、
町内主要なIC及び周辺の産業拠点と町の主要な観光拠点で
ある中山間地域及び町一番の集客施設である恐竜博物館を
「みふねに来なっせ」農業－観光
熊本県上益城郡御船町の全域 有する中心市街地を結ぶ観光ルートや農産物の生産・加工
－産業をつなぐ道プロジェクト
の拠点となる中山間地域と出荷先の拠点となるIC周辺を結
ぶ輸送ルートを確立し、地域の所得向上をはじめ、交流人
口や定住人口の増加を図り、活力ある地域社会の形成を目
指す。

地方創生道整備推進交付
金

計画本文

熊本県

793 熊本県

797 熊本県

活用する支援措置

地方創生推進交付金

熊本県

熊本県、熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名
市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇
市、天草市及び合志市並びに熊本県下益城郡美里町、玉名
郡玉東町、南関町、長洲町及び和水町、菊池郡大津町及び
菊陽町、阿蘇郡南小国町、小国町、産山村、高森町、西原
村及び南阿蘇村、上益城郡御船町、嘉島町、益城町、甲佐
町及び山都町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町及び津奈木
町、球磨郡錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五
木村、山江村、球磨村及びあさぎり町並びに天草郡苓北町

796 熊本県

地域再生計画の概要

「選ばれる熊本」を目指して！人
熊本県の全域
の流れ創出プロジェクト

熊本県

795 熊本県

地域再生計画の区域の範囲

県内企業等において、復興需要の影響や県全体の人口減少
の影響などから、人材確保に苦慮している状況を打破する
ため、地元に住む若者や県外に出た第二新卒者や外国人な
ど、県内外、国内外から熊本県を就職先として選んでもら
うための支援や環境づくりを行う。
本県が「選ばれる熊本」として、地域経済の活性化や県と
しての魅力向上を図り、さらなる人の流れを生み出す地方
創生の実現を目指す。

792 熊本県

794 熊本県

地域再生計画の名称

地域再生計画の概要

八代市

人吉市

山鹿市

上天草市

上天草市

天草市

湯島交流拠点施設整備事業

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

802 熊本県

803 熊本県

804 熊本県

805 大分県

806 大分県

807 大分県

808 大分県

809 大分県

810 大分県

811 大分県

812 大分県

813 大分県

熊本県上益城郡甲佐町

熊本県球磨郡錦町

熊本県球磨郡水上村

大分県

大分県、大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵
市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊
後大野市、由布市及び国東市並びに大分県東国東郡姫島
村、速見郡日出町並びに玖珠郡九重町及び玖珠町

大分県及び佐伯市

別府市

佐伯市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

地方創生拠点整備交付金

計画本文

次世代に平和をつなぐ平和教育推
熊本県球磨郡錦町の全域
進計画

修学旅行生の受け入れを想定し、200人程度の収容が可能
な学習スペースや、ゆったりとした空間で体験談動画や町
のPR動画が視聴できる視聴覚スペースを整備。そして、修
学旅行の誘致による錦町の認知度向上と施設収益の増加を
図っていく。
併せて、93式中間練習機（赤とんぼ）の実物模型展示 地方創生拠点整備交付金
など当時体感型の展示スペース整備を行い、見学内容の魅
力強化を図る。
これにより、修学旅行や、100人規模の団体観光客の集客
につなげ、域内滞在時間の増加による観光消費額の増や特
産品の消費拡大を図る。

計画本文

農商工連携による水上ブランドづ
熊本県球磨郡水上村の全域
くりを通じた地域再生計画

「水上スカイヴィレッジ」等が生み出す経済効果を観光事
業者だけに止めず生産者にまで波及させ、村内生産者の所
得向上や新たな雇用の創出、定住人口に繋げるため、既存
の「産業推進機構」を核として村内の生産者と観光関連事
業者との連携を強化し、地元農産物やジビエ等の地産地消
の推進、一次産品の品質向上とブランド化、新設した農産
物加工所を活用した加工品の開発と販路開拓、その中核を
担う第３セクター「㈱みずかみ」の地域商社機能強化等に
取り組む。

地方創生推進交付金

計画本文

生産性向上・多様な人材確保推進
大分県の全域
計画

本県の生産年齢人口は2045年には約45万人へと、約19万人
（約30％）が減少すると言われており、深刻な人手不足が
現実のものとなっている。そこで、県内企業の生産性向
上・高付加価値化を推進し魅力あるしごとを創出すること
で、人口流出の動機の一つとなっている大都市との賃金格
差を縮小し、賃金面で本県を離れざるを得ないという環境
を変えていく。その上で、県内経済活動の新たな担い手と
なる多様な人材を確保し、大分県人口ビジョンに掲げた
2100年の本県人口約100万人と活力の維持を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

大分県移住・就職・起業支援計画 大分県の全域

・東京圏からのUIJターン促進及び地方の担い手不足対策を
目的として、東京23区在住・在勤者が移住し、マッチング
支援により中小企業等に就業又は地域課題解決を目的とし
て起業した場合に、移住支援金を支給
・東京圏の移住希望者と県内の中小企業等のマッチング支
地方創生推進交付金
援に必要なサイトの開設・運営等を行い、人手不足に悩む
中小企業等への就職を促進
・補助金交付及びハンズオン支援を行う執行団体を選定
し、地域活性化関連等社会的事業分野で起業する者に対し
て創業時の必要経費を補助

計画本文

戦略魚種生産性向上実証支援計画 大分県の全域

本県では、主要な養殖魚を戦略魚種に定め、その生産拡大
や販売開拓等を進め、競争力の強化を推進している。その
うち、養殖クロマグロ、養殖ブリ類、養殖ヒラメは最重要
品目であり、養殖業の競争力強化、成長産業化による生産
性の向上を図るため、各魚種において、ＩＯＴや新技術を
実証化しする。

地方創生推進交付金

計画本文

官民連携プラットフォーム組成に
よる地域づくり人材･サービス・雇 別府市の全域
用の集積拠点形成事業

官民連携プラットフォームを形成する目的で、平成３０年
１１月に試行実施した「オープンプラットフォーム会議」
を本格的に活動させることにより、このプラットフォーム
を中心として、人づくり・地域づくりに向けた具体的な方
策や新たな地方創生施策のグランドデザインについて議論
し、その実現に向けたソフト事業を実施することで、サー
ビスや雇用を生み、人材や組織の育成を図る。具体的に
は、新たに整備する図書館・美術館を実践の場として、社
会の多様なニーズや、時代の要請に応える機能やサービス
を民間主導・行政支援型で実施する。

地方創生推進交付金

計画本文

将来へ引継ぐ公共水域の保全

地方創成汚水処理施設整備推進交付金により、集落排水と
浄化槽の整備を一体的に推進することで、農業・漁業集落
の生活環境の改善を図り、もって後継就業者の定住を促進
するとともに、農林水産業の振興に寄与する。

地方創生汚水処理施設整
備推進交付金

計画本文

市内の産業振興を図る上で人材不足は喫緊の課題であ
る。そのため本市では、外国人材を積極的に活用してい
く。外国人が本市で快適に生活や技能実習、就労が出来る
よう支援する。
また、インバウンドでの受入れ環境の整備に努める。
特に実習生や入管難民法の改正に伴う特定技能での長期
居住者に対し、本市を第二の故郷と思えるように市民との
交流を積極的に行う。

地方創生推進交付金

計画本文

家族連れや若者をメインターゲットとした観光交流施設と
して整備する。核となる宿泊施設としては、テントサイト
及び高付加価値なグランピング等を体験できる施設とし、
稼げる交流拠点施設（仮称）ＲＩ
併設するレストラン、バー及びショップでは地元産品を提
ＶＥＲ ＣＯＭＭＯＮ ＭＩＤＯ 熊本県上益城郡甲佐町の全域 供するとともに、食材の持ち込みも可能にして物産館や商
ＲＩＫＡＷＡ整備計画
店等における消費拡大を促進する。これにより多様な宿泊
ニーズに対応するとともに、イベント等との相乗効果によ
る町内周遊と滞在時間の延長を図り、ひいては地域経済の
活性化を実現する。

佐伯市の全域

豊後高田市

外国人材の活用による明日につな
豊後高田市の全域
がる共生社会創造事業計画

豊後高田市

長崎鼻リゾートキャンプ場を核に「安全・清潔・快適な海
水浴場（パーフェクトビーチ）」をコンセプトとした海辺
の環境整備を行うとともに、森ゾーンを主体にした事業と
して、通年型誘客促進施設となる「デジタルアートギャラ
長崎鼻リゾートキャンプ場施設整 豊後高田市の区域の一部（恋
リー」を整備し、さらに付加価値を高めることにより、
備計画「デジタルアートを活用し 叶ロード（国道２１３号沿
キャンプ場全体の活性化を目指す。また、海洋・温泉療法
た新たな誘客促進計画」
線）地域）
（タラソテラピー）のノウハウを導入することにより、本
市の特色ある「海」「温泉」「健康食」等の小規模な地域
資源を新たな視点で統合させ、豊後高田市オリジナルの健
康リゾートづくりを実現する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

豊後高田市

長崎鼻リゾートキャンプ場を核に「安全・清潔・快適な海
水浴場（パーフェクトビーチ）」をコンセプトとした海辺
の環境整備を行うとともに、森ゾーンを主体にした事業と
して、宿泊施設及びアウトドアサウナ施設等の整備を行
豊後高田市の区域の一部（恋
長崎鼻リゾートキャンプ場施設整
い、さらに付加価値を高めることにより、キャンプ場全体
叶ロード（国道２１３号沿
備計画「第２章 癒しの森へ」
の活性化を目指す。また、海洋・温泉療法（タラソテラ
線）地域）
ピー）のノウハウを導入することにより、本市の特色ある
「海」「温泉」「健康食」等の小規模な地域資源を新たな
視点で統合させ、豊後高田市オリジナルの健康リゾートづ
くりを実現する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

住民自治組織が、地域福祉、移住者受入れ・支援等の事業
の担い手となることで、住民主体のまちづくりに取り組
む。地域住民が集まり、ふるさと納税返礼品の開発・提供
を行い、寄附を募ることにより運営費を獲得する。これら
住民自治組織の多機能化のための施設を整備する。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

杵築市

小さな拠点形成に資する山浦地区
杵築市の全域
施設整備計画

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

814 大分県

815 大分県

816 大分県

817 大分県

818 大分県

819 大分県

820 宮崎県

821 宮崎県

822 宮崎県

823 宮崎県

824 宮崎県

825 宮崎県

宇佐市

大分県及び宇佐市

由布市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

ＵＳＡ「学・働・住」ＵＩＪター
宇佐市の全域
ン推進プロジェクト

本市の転出超過の大きな要因である生産年齢人口の流出を
抑制するため、高校生を雇用促進のターゲットに絞って企
業と人材のコーディネート等を行う。
また、ＵＩターン者の拡大を積極的に図るため、移住情報
の提供と合わせて求職情報等による雇用面のサポートの充
実を図る。
人材の確保対策とともに創業起業支援による新たなビジネ
スの創造、既存事業者支援による雇用の場の確保と地域の
活性化を図る。加えて、事業の持続・発展に向け、外国人
就労者の語学支援等による生活環境整備、女性人材バンク
制度を設け、女性人材の確保を行う。

地方創生推進交付金

計画本文

はちまんの郷からはじまる歴文探
大分県の全域
訪学びプロジェクト

はちまんの郷エリアを観光・交流拠点として位置づけ、新
たなキーワード「学び」の要素を取り込み、これまでとは
異なる宇佐の歴史・文化を「見て、聞いて、触れて、感じ
て、考えて、確かめて」楽しむことができる新たな旅のカ
タチを構築し、通過型から体験型・学習型・滞在型観光へ
とつなげる。また、地域施策のみならず、観光施策として
も重要な文化財の保全・活用と文化・芸術活動の振興に取
り組み、観光と地域の両面で地域愛着意識を醸成する。

地方創生推進交付金

計画本文

観光受入環境基盤整備事業

由布市の全域

本市には、国内外から多くの観光客が訪れており、経済活
動の中心となっていいます。しかし生活地域でもあること
から、受入環境（道路・景観・公園等）に対応するための
基盤整備を行う。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

由布市

由布市に集え！
ロジェクト

由布市の全域

魅力ある雇用機会の創出による若者の市外への流出抑制と
移住・定住促進のため、市内で新たに事業所を開設する創
業者に対して創業時に必要な初期費用の補助を行うとも
に、創業者等の空き店舗活用につながる商店街等の活性化
及び魅力を創出する取組を支援する。

由布市

みんな住めば納得！健康に満ちあ
ふれるまち「健康立市 由布市」 由布市の全域
実現プロジェクト

市民の健康意識への醸成のため、①健康マイレージ事業
②シニアエクササイズ リーダー養成事業 ③水中運動教
室等 由布市ならではの、地域特性を生かした事業を展開
し、「健康立市」としての展開を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

タウンプロモーションを軸とした
大分県速見郡日出町の全域
交流・関係・定住人口増加計画

ハーモニーランドとの連携や地域資源を活用した町の情報
素材・地域産品・観光商品をブラッシュアップさせるとと
もに、その情報素材等を用いて、産業、観光、移住・定住
促進といった施策分野を横断した総合的なタウンプロモー
ションを実施し、観光客・ふるさと納税者をはじめとする
交流人口・関係人口の増加を図り、観光消費額・ふるさと
納税受入額の増加による事業者・生産者の収益性の向上、
起業・新規就業・移住による町の産業力の増強及び定住人
口の増加を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

産学金労官連携による成長期待企
宮崎県の全域
業ステップアップ計画

本県では、これまでに中核企業の育成に取り組んでおり、
それらの取組により認定企業の売上高や雇用者数が増加す
るなど、成果が現れているところである。この成果を確実
なものにしていくため、①県内企業が創出する付加価値額
拡大、②人材を引きつける成長期待企業の魅力向上、③県
内企業の成長意欲の喚起や人材育成に重点を置きながら、
本県企業の成長を促進する。

地方創生推進交付金

計画本文

みやざきフードビジネス“ネクス
宮崎県の全域
トステージ”推進事業

本県は、農業産出額が３，５６２億円（H２８、全国５位）
と、国内有数の食料供給基地であり、豊富な農畜水産物を
活かした食関連産業の成長産業化を目指し、フードビジネ
スの推進を図っている。宮崎牛の全国和牛能力共進会での
３年連続内閣総理大臣賞の受賞、焼酎の４年連続出荷量日
地方創生推進交付金
本一等、一定の成果を得ている。これらの取組をより高い
レベルで展開することで、フードビジネスを本県経済・雇
用を牽引する魅力ある産業へと押し上げ、若者に選ばれる
働く場所としていくことにより、若者の県内定着を促進
し、真の地方創生を実現する。

計画本文

みやざき女性・高齢者就業促進計
宮崎県の全域
画

就業を希望しながら様々な理由で無業となっている方を主
な対象として、職に就いていない女性や高齢者を掘り起こ
すとともに、企業等における職場環境の改善支援及びマッ
チング支援を図ることにより、女性及び高齢者の新規就業
を促進する。

地方創生推進交付金

計画本文

宮崎県移住・マッチング支援、起
宮崎県の全域
業支援事業

東京圏からの移住者のうち要件を満たす者に対して移住支
援金を支給するとともに、 「ふるさと宮崎人材バンク」
を改修し、幅広い企業情報や採用情報等を掲載するほか、
企業向けのセミナーを開催するなど魅力的な求人広告作成
を支援する。また、地域産品を活用したフードビジネス・
農商工連携・６次産業化や観光関連、鳥獣被害対策、地域
経済循環、子育て支援、移住対策、地域おこし、買物弱者
対策、地域交通対策、高齢者支援、防災・減災など持続可
能な社会づくりの分野において、本県で新たに事業を行う
者に対して起業支援金を支給する。

地方創生推進交付金

計画本文

県立学校を核としたまち・ひと・
宮崎県の全域
しごと創生推進プロジェクト

県立高校と地元自治体や企業等が緊密に連携した推進体
制を構築することで、学校を核とした地域振興に資する実
践的な活動を展開するとともに、魅力ある地域づくりに貢
献するシビックプライドを醸成し、「若年層定着」「人財
の充実」「産業活性化」の好循環を創出する。

地方創生推進交付金

計画本文

宮崎発「産地型商社」構築支援事
宮崎県の全域
業

宮崎県内においては、本格的な人口減少社会の到来によ
り、生産年齢人口が減少しており、特に中山間地域におい
ては急速な過疎化が進行している。そのため、本県では中
山間地域の活性化を図るため、農産物の生産やその加工・
販売等の一貫したマーケティングを行い、地域資源を生か
しながら生産・加工・販売の拡大に取り組む「産地型商
社」の設立を進め、このことにより、中山間地域における
各産業での販売額、所得の向上を図るとともに、新たな雇
用の創出、若者定着による地域活性化を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

大分県速見郡日出町

宮崎県

宮崎県

宮崎県

宮崎県、宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向
市、串間市、西都市及びえびの市並びに宮崎県北諸県郡三
股町、西諸県郡高原町、東諸県郡国富町及び綾町、児湯郡
高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町及び都農町、
東臼杵郡門川町、諸塚村、椎葉村及び美郷町並びに西臼杵
郡高千穂町、日之影町及び五ヶ瀬町

宮崎県並びに串間市及びえびの市

宮崎県及び宮崎県東臼杵郡美郷町

起業・創業

プ

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

826 宮崎県

827 宮崎県

828 宮崎県

829 宮崎県

830 宮崎県

831 宮崎県

832 鹿児島県

833 鹿児島県

834 鹿児島県

835 鹿児島県

836 鹿児島県

837 鹿児島県

838 鹿児島県

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

プロフェッショナル人材を活用し
都城市の全域
た「稼げる」観光戦略構築事業

当市は、自動車交通量は多いが、「通過型観光」が主流と
なっていて、観光客の滞在時間の延伸、ひいては、観光客
の地域内消費の拡大を図ることが喫緊の課題となってい
る。
本事業は、観光分野のプロフェショナル人材を配置して、
外部の視点をもって当市の魅力の発信、観光コンテンツ及
び観光施設の磨き上げを図るとともに、観光客を迎え入れ
る地域内の人材育成を進めながら、観光誘客の促進、滞在
時間の延伸、地域内消費の拡大等による「稼げる」観光戦
略の構築を目指すものである。

地方創生推進交付金

計画本文

都城市

地域の「稼ぐ力」を拡大！物産振
都城市の全域
興推進事業

当市の雇用創出や交流人口の拡大には物産振興が不可欠で
あるため、外部人材の知見を活用して地域商社を設立する
とともに、将来、地域商社の商品開発を担う人材の育成を
行う。また、消費地である都市圏から離れた当市の現状を
踏まえ、民間ノウハウを活用したECサイト運営により、地
産外商を促進する。

地方創生推進交付金

計画本文

串間市

本市は豊かな自然を有し、その恩恵を次世代に継承してい
る取組が認められ、串間エコツーリズム推進全体構想が九
州では初の認定受けたところである。地域の自然と文化を
楽しみ体感できるエコツアーを造成し、地域活性化に貢献
エコツーリズム活動拠点施設整備 串間市の区域の一部（大納地 するエコツアーを催行するための体制づくりを進めてお
計画
区）
り、今回整備する施設はエコツーリズムのＰＲをはじめ、
総合案内等、エコツアーの交流活動の拠点となる施設であ
る。他地域との差別化を図るうえでも重要な取組であり、
エコツーリズムの柱となる都井岬の再興を本市地方創生の
核と位置づけ磨き上げを行う。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

地方創生推進交付金

計画本文

都城市

これまで子ども子育て政策を重点的に「子育てしやすいま
ちづくり、子育てにやさしいまちづくり」に取り組んでき
たが、実際の移住者への聞取り調査を行ったところ、その
移住までのプロセスは、Ｕターン者とＩＪターン者とでは
その動機が異なることが浮き彫りとなった。このため、Ｕ
ターン者とＩＪターン者を区別し、情報の提供から支援の
方法までのアプローチの仕方を分けることで、より効果的
に移住者支援が行うことができる。

宮崎県児湯郡川南町

縁で結ぶ“開拓のまちかわみな
み”移住促進事業

宮崎県東臼杵郡椎葉村

地域外の人々と地域住民との交わるオープンな場を設け、
交流し、新たな活性化の種を育てる事や、子ども世代も関
秘境の未来を変えるイノベーショ
わる事で、地域を担う人材育成を図る環境を構築し、地域
宮崎県東臼杵郡椎葉村の全域
ン拠点施設整備計画
外を巻き込んだイノベーションを生み出して行く。
こうした事により、Ｕ・Ｉターンや人口減少においても
持続可能な地域づくりのモデルを目指す。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町

本町の冷涼な気象条件を生かした、夏場の合宿誘致を目的
に総合運動公園「Ｇパーク」が整備された。その敷地内に
地域資源を生かした交流による町 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町の全 建設された、本町合宿の核となる宿泊施設「ごかせ温泉木
づくり計画
域
地屋」の拡充を図ることで、本町観光の拠点施設として位
置づけ、合宿誘致のみならず、町全体の観光振興を図り、
町内の観光消費額の拡大を目指す。

地方創生拠点整備交付金

計画本文

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島市

鹿児島市

出水市

西之表市

宮崎県児湯郡川南町の全域

研究開発の促進と事業化による新
鹿児島県の全域
分野参入支援

鹿児島県の中小企業は，全企業数の９９．９％，全従業員
数の約９０％を占め，ものづくり分野の重要な担い手，本
県の基幹産業である農林水産業や観光産業の基盤及び地域
雇用の受け皿であり，地域の経済・社会・雇用の各分野の
中心である。
本県経済や社会の活力向上のためには，地域の経済や暮ら
しを支え，牽引する中小企業の発展，活躍が重要であるた
め，県内中小製造業者の新技術・新製品の研究開発や人材
育成，国内外の販路開拓等の支援を行い，競争力の強化を
図り，足腰の強い産業基盤の構築を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

かごしまブランドの魅力拡大に向
鹿児島県の全域
けた販売促進プロジェクト

かごしまブランドの魅力拡大にむけ、分野をまたいだ県産
品の販路拡大に係る戦略の推進を図る。
生産体制の確立・整備の支援を行うことで、農林水産物
の安定供給を図り、県産品の認知度・ブランド力の向上の
ため、国内外へ「鹿児島県」の認知度を上げるためのＰＲ
地方創生推進交付金
活動や普及活動等を実施する。さらに、海外市場における
情報収集やマーケット調査等に基づく戦略的取組により、
県産品の輸出拡大を図るとともに、民間事業者が支援なし
に自立できるよう、販路拡大のノウハウについても支援を
行う。

計画本文

中山間地域等集落活性化推進プロ
鹿児島県の全域
ジェクト

中山間地域等の活性化を図るため，外部人材の活用や地域
のリーダーのサポート人材を育成し，地域を支える担い手
の育成・確保に取り組む。また，大都市圏から鹿児島への
人の流れつくるため，移住希望者への支援を行うととも
に，潜在的移住者へ向けて，本県の認知，関心を喚起す
る。さらに，農村地域における強みを生かし，地域資源の
磨き上げ等を支援することにより，交流促進，農村集落の
活性化を図る。加えて，空き家を活用した住まいや地域の
交流施設としての活用を促進することで，更なる交流促進
と移住，定住化につなげる。

地方創生推進交付金

計画本文

“南国かごしま”花と緑のおもて
鹿児島市の全域
なしプロジェクト

九州新幹線の終着駅であり、県内交通の主要な結節点でも
ある陸の玄関口、鹿児島中央駅に降り立った観光客に、温
暖な気候とともに、「南国・鹿児島」らしい旅情あふれる
生き生きとした花や緑を楽しんでもらうことで、滞在満足
度を向上させ、リピーターや誘客につなげるなど、交流人
口の拡大を図る。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

アジアの中核都市・ＫＡＧＯＳＨ
ＩＭＡ ＣＩＴＹ形成プロジェク 鹿児島市の全域
ト

「国際化・アジアとの交流推進」、「地域産業の海外展開
の促進」、「アジアからの誘致促進」を3つの柱として取り
組み、アジアとの人・もの・情報の多面的な交流を成長エ
地方創生推進交付金
ンジンとして、10年先、20年先の“次の時代”を見据え、
日本の地方都市から、“アジアの中核都市・ＫＡＧＯＳＨ
ＩＭＡ ＣＩＴＹ”となることを目指す将来像とする。

計画本文

ツルの子恩返しプロジェクト

学校の教育環境を整備し、快適な環境で学習等を受ける。
このような良環境を認識し、地元で就職し、結婚し、良環
境の教育現場での教育をこどもたちに享受させる循環を作
り、出水市の人口流出に歯止めをかける。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

鉄砲伝来や甘藷初栽培の地、ポルトガルとの交流や古くか
らの移住者が多いなどの歴史や風土等も踏まえ、古き良き
「ひと」や「もの」、「自然」等の種子島の価値観を生か
し、東京オリンピックを契機とした新たな交流取組である
ポルトガル共和国とのホストタウン登録に伴い、オリン
ピック参加者や関係者に加え、日本人オリンピアンとの交
流等、交流推進策を行うことで、交流人口の増加を図る。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

出水市の全域

オリンピックホストタウン交流事
西之表市の全域
業

第51回認定（平成31年３月29日認定分）
作成主体名
（地方公共団体名）

番号 都道府県名

839 鹿児島県

840 鹿児島県

841 鹿児島県

842 鹿児島県

843 鹿児島県

844 鹿児島県

845 鹿児島県

846 沖縄県

847 その他

848 その他

849 その他

850 その他

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域の範囲

地域再生計画の概要
地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

西之表港を生かした人・自然・文
化を感じる港町再生プロジェクト 西之表市の全域
推進事業

・市民とまちづくりの方向性を共有するための実施計画を
策定し、市民が取り組んでいる市街地活性化の取組を支援
し、まずはスモールビジネスとしてその取組を発展させ、
まちづくり公社やNPO等の設置をめざし、市民及び民間が主
体となってまちづくりをすすめていく。
地方創生推進交付金
・観光客や来島者が歩きやすい商店街を目指して、通行量
調査やアンケート調査等を実施し、実証実験等に取り組
み、また、港周辺に位置する歴史や文化的背景を生かした
看板設置等の検討を進め、さらなる回遊に努め、まちなか
の交流人口の増加を図る。

計画本文

曽於市交流拠点活用プロジェクト 曽於市の全域

旧財部中学校校舎（通称：たからべ森の学校）を交流拠点
として、移住・定住に向けた推進や地域の「稼ぐ力」を創
出するとともに雇用の創出に繋がる新しい人の流れを確立
させるための取り組みを行う。

地方創生推進交付金

計画本文

光ブロードバンド整備による地域
南九州市の全域
活性化事業

本市におていは，光ブロードバンドサービスの提供は一部
地域に限定されている。しかしながら，今後ますます進展
していく情報化社会への対応，少子高齢化や労働力不足な
どの社会的問題の解決，経済活動の活性化，地方創生の推
進を図る上で，光ブロードバンドの整備が必要不可欠とな
る。そこで，民間の通信事業者と連携し，光ブロードバン
ドの整備を進めることで，都市部との情報格差を解消す
る。併せて移住定住や企業誘致を促進することで，地域活
性化に繋げる。

まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関連する
寄附を行った法人に対す
る特例

計画本文

南九州市

産学官金連携による農業所得向上
南九州市の全域
プロジェクト

食に対する市場の変化・細分化のため、一次産品での出
荷のみでなく、他産業との連携等による消費者ニーズを踏
まえた新たな加工商品の開発や販売チャネルの確保等の推
進が求められている。このため、本市農業における産学官
金の連携を進め、一次産品の付加価値を高める取組みとし
て６次産業化を推進していく。さらに、本市農産物の重要
な販売チャネルである直売所の活性化を積極的に図ること
により、生産農家の所得・生産意欲の向上に繋げるととも
に、それに伴う農業振興による本市の地方創生を実現す
る。

地方創生推進交付金

計画本文

鹿児島県肝属郡錦江町

「田舎型ワーケーション（仮）」構想を策定し、主に首都
圏の企業にプロモーションを行い、勤務のみならず余暇も
含めた滞在誘致を図る。
また、観光（体験型）コンテンツを近隣市町と協働して実
施し、町内だけでなくエリアで「食」や「農業」も含めた
「まちの活性化に繋げるワーケー
鹿児島県肝属郡錦江町の全域 コンテンツを整備し、エリア合同のホームページを作成し
ション」推進プロジェクト事業
広く魅力の周知を図る。
さらに、おもてなしの意識を町内に広く浸透させ、参加企
業との関係を交流人口から関係人口へと強固にすることに
より企業誘致や将来的には移住への足掛かりとなる取り組
みとして実施する。

地方創生推進交付金

計画本文

鹿児島県大島郡伊仙町

「集中から分散へ」「生涯活躍のまちづくり」を目標に掲
げ、住民が主役となり自主自立の精神を更に高め、各集
落、小学校区単位の活力、特色を更に発揮してもらい、変
革する社会へ対応可能な体制、地域の仕組みづくりを目指
「集中から分散へ」長寿・子宝を
鹿児島県大島郡伊仙町の全域 す。この地域の強み、特色に存在する多くの生きるヒント
支える伊仙町地域力ＵＰ事業
を地元で学び、かつ外部者へも学びのコンテンツとして提
供できる体制を構築し、観光に留まらない「学びの島・徳
之島」を目指し、サテライトオフィスの推進と合わせて更
なる外部人材の流入、対流、地域ビジネスの創出を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

鹿児島県大島郡与論町

与論町観光まちづくり推進計画

観光事業者と他産業・地域づくりとの連携強化、綿密な
データ収集・分析に基づく主体的・戦略的な観光振興推進
体制の強化を図るとともに、地域特産品の開発による観光
消費額の増大を図る。また、地域の農業・漁業・観光業が
一体となり、「与論町総合戦略」に掲げる事業を観光まち
鹿児島県大島郡与論町の全域
づくり推進事業として重点的に組み合わせ、町民と行政の
協働・連携に加え、関係機関・団体が一丸となった組織づ
くり、受入態勢の整備と地域内消費循環の仕組みづくりを
行い、観光振興による島内外の活発な交流を創出すること
で与論町の発展に全力で取り組む。

地方創生推進交付金

計画本文

うるま市

人口減少が進み、将来的なコミュニティ機能の維持が危
ぶまれる島しょ地域において、持続的な地域づくりに取り
組むための中間支援組織を設立し、その活動拠点を整備
し、相談窓口の運営による移住促進や、空き家を活用した
うるま市の区域の一部（平安
しま・ひと・しごと未来づくり事
宿泊施設の運営、地域資源を活用した新たな商品開発など
座島、宮城島、伊計島、浜比
業
を行う。また、ローカルベンチャースクールを実施するこ
嘉島、津堅島）
とにより、移住促進と同時に地域資源の活用や空き家の増
加といった地域課題の解決に資する起業・創業につなげ、
島ビジョン（地域住民が描く島の将来像）の達成や島しょ
地域の活性化を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

岩手県遠野市、埼玉県児玉郡美里町、京都府八幡市、山口
県宇部市及び鹿児島県指宿市

加速する高齢化と人口減、それに伴う医療費・介護給付費
ＩＣＴ＆ＳＩＢの活用により健康 岩手県遠野市、埼玉県児玉郡 の増加、労働者不足を克服し、高齢になっても働ける環境
長寿化と扶助費の増加抑制を可能 美里町、京都府八幡市、山口 整備と、その大前提として、健康状態を維持する仕組みを
とする飛び地連携型大規模ヘルス 県宇部市及び鹿児島県指宿市 構築し、活気あるまちづくりを推進するため、ＩＣＴ ＆
ケア事業
の全域
ＳＩＢの活用による健康長寿化と扶助費の増加抑制を可能
とする飛び地連携型大規模ヘルスケア事業を行う。

地方創生推進交付金

計画本文

京都府、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、長
岡京市、京丹後市及び南丹市並びに京都府乙訓郡大山崎町
及び船井郡京丹波町並びに兵庫県篠山市及び丹波市

京都府福知山市、舞鶴市、綾
部市、宮津市、亀岡市、長岡
大河ドラマ「麒麟がくる」を契機
京市、京丹後市及び南丹市並
にした「城下町」レガシープロ
びに京都府乙訓郡大山崎町及
ジェクト
び船井郡京丹波町並びに兵庫
県篠山市及び丹波市の全域

2020年の大河ドラマ「麒麟がくる」の主人公明智光秀や細
川幽斎などの活躍する舞台の多くが「中心市街地にある城
跡、寺社」であることを活かし、大河ドラマ「麒麟がく
る」推進協議会を中心に広域プロモーション事業を行い、
大河ドラマによる集客効果を活かして各エリア間の周遊観
光を促進するとともに、空き家・空き店舗や道の駅等を活
用して起業・創業を支援することで各地城の「稼ぐ力」に
つなげる他、交流人口拡大とこれを契機にした地域特産品
等の開発と各地域ブランドの定着による地域経済の活性化
を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

島根県鹿足郡津和野町並びに山口県宇部市、山口市、萩
市、防府市、美祢市及び山陽小野田市

山口県央連携都市圏域を構成する７つの市町において、一
体的プロモーションや周遊プログラム造成等により、東京
島根県鹿足郡津和野町並びに オリパラ等を契機としたインバウンド誘客、オープンエリ
山口県央連携都市圏域「山口ゆめ 山口県宇部市、山口市、萩
ア型の周遊型博覧会の実施やＭＩＣＥ振興等の連携事業を
回廊」で育む観光圏域づくり
市、防府市、美祢市及び山陽 通して、圏域全体の総合的な観光事業のマネジメント体制
小野田市の全域
の仕組みづくり、持続可能な圏域の観光地域づくりとして
の取組を進め、交流人口（観光客数）増、滞在消費拡大を
図り、圏域における地方創生を目指す。

地方創生推進交付金

計画本文

熊本県阿蘇市及び大分県竹田市

2018年12月、阿蘇市と竹田市、ＪＲ九州において豊肥線を
活用して観光振興に取り組む協定を締結。2016年の熊本地
震により不通が続く豊肥線の全線復旧を見据え、落ち込ん
だ観光の復興に向け県境を越え協力し、国内観光やインバ
阿蘇・竹田ブランド観光地域づく 熊本県阿蘇市及び大分県竹田 ウンド対策を実施していく。両市にはユネスコ世界ジオ
り推進事業
市の全域
パークやユネスコエコパーク等の自然遺産をはじめ、世界
有数の大型カルデラ「阿蘇山」や、幼少期を竹田市で過ご
し「荒城の月」のイメージを得たと言われる「岡城跡」が
あり、これらを巡る旅行商品の企画や受け入れ態勢の強化
を図る。

地方創生推進交付金

計画本文

西之表市

曽於市

南九州市

