第58回認定（令和２年11月６日認定分） 地域再生計画の概要
番号

1

2

都道府県名

北海道

北海道

作成主体名
（地方公共団体名）

北海道帯広市

北海道根室市

地域再生計画の名称

帯広市まち・ひと・しごと創生推進計画

根室市企業版ふるさと納税推進計画

地域再生計画の区域

地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

北海道帯広市の全域

本市では、未婚化・晩婚化等に伴う出生率の低下や、若年世代の
転出超過等を背景に、総人口の減少が続いており、地域経済の
縮小やコミュニティの活力低下等の課題に対応しつつ、持続可能
な地域づくりを進めることが必要となっている。このため、総合戦
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
略に基づき、食・農などの地域資源や十勝圏域の結びつき、域外
連する寄附を行った法人に対する特例
人材・企業とのつながりを活かし、安心して働ける雇用の創出や
結婚・出産・子育ての希望が叶えられる環境づくりなど地方創生
の取組を推進し、人口減少時代においても持続的に発展する活
力ある地域社会の実現につなげていく。

計画本文

北海道根室市の全域

当市は、都市部に先行して生産年齢人口が減少し、経済の主力
である中小企業等では、深刻な労働力不足が生じており、食品製
造業、交通事業者、医療・福祉・介護、建設業、いずれの業界とも
一貫して人手不足である。
この40年余り、雇用環境に起因して、若者の市外流出に歯止め まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
が掛かっていない現実があり、人口減少が招く労働力不足、生産 連する寄附を行った法人に対する特例
活動の規模縮小等の課題に向き合うために、特に重要となる少
子化や地域活性化などの政策を市民、企業や関係団体等と、現
状や目指すべき方向、目標を共有し、官民挙げて地方創生を推
進する。

計画本文

計画本文

3

北海道

北海道千歳市

千歳市まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道千歳市の全域

本市は、市制施行以来一貫して人口増加を続けており、北海道で
人口増加を続けている数少ない都市であるが、国立社会保障・人
口問題研究所の地域別将来人口では、将来的には人口が減少
すると推計されている。
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
人口減少は、まちの賑わいの喪失などの地域の存立基盤に関わ 連する寄附を行った法人に対する特例
る深刻な問題となることから、本市の人口に関する現状や課題を
踏まえ、婚姻率・出生数の増加や転入数の増加／転出数の抑
制、交流人口の拡大、情報発信などに寄与する事業を実施する。

4

北海道

北海道北斗市

北斗市まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道北斗市の全域

本市は、市内に大学がないことや雇用の場の選択肢が限られる
などの要因による人口減少と少子高齢化が進行しており、将来に
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
わたって持続可能な地域社会を構築するため、SDGｓの理念に基
連する寄附を行った法人に対する特例
づくまちづくりを進めることにより、地方創生の取組の一層の充
実・深化につなげていく。

計画本文

北海道上磯郡知内町の全域

本町では、近年の社会情勢・経済の変化により、少子高齢化や
若者の都市流出が加速化し、人口減少傾向が続いている状況で
あるであることから、生産年齢人口の確保に向けた取組や少子化
対策など効果的な取組を展開しながら、人口減少時代にも対応し
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
た持続可能なまちづくりを進める必要がある。
連する寄附を行った法人に対する特例
そのため、一人ひとりが豊かに、安心して、健康に住み続けられ
るまちづくりや地域産業の活性化による魅力あるまちづくり、人口
減少や少子高齢化、情報化社会に対応した持続可能なまちづくり
に資する事業を展開する。

計画本文

北海道檜山郡江差町の全域

本町の人口は昭和40年（1965）の15,380人が最大で、平成27年国
勢調査では8,248人、令和２年８月の住民基本台帳では7,378人ま
で減少している。毎年の人口流出、とりわけ若者世代の流出によ
り担い手が不足しており地域活動の継続が危ぶまれている。この
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
ため、地域ブランド開発や文化体験交流、起業創業支援等、若者
連する寄附を行った法人に対する特例
の生活基盤を支える仕事づくりを進め、若者のＵＩＪターンしやすい
環境を整備し、かつ、本町固有の文化や地域資源を継承していく
人材を育てていくことで、将来にわたり持続あるまちづくりを目指
す。

計画本文

上ノ国町まち・ひと・しごと創生推進計画 北海道檜山郡上ノ国町の全域

本町の人口は昭和35年の14,674人をピークに減少を続け、2040
年には、2,409人までに減少すると推計されている。人口減少の主
な要因は、少子高齢化による自然減と高校・大学入学などの進学
や就職、基幹産業である一次産業の衰退による雇用の場の減少 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
が考えられる。本計画は、地域経済の活性化による雇用や就業 連する寄附を行った法人に対する特例
機会の創出、交流人口・関係人口の拡大による人の流れの強化
や子育て環境の充実など、人口減少社会に立ち向かうために取
り組むべき施策を推進するものである。

計画本文

赤井川村まち・ひと・しごと創生推進計画 北海道余市郡赤井川村の全域

急激な人口減少・超高齢化の進行により、生産・消費など経済活
動の深刻な停滞、税収減による公共サービス・投資余力の著しい
低下など本村の社会・経済を支える重要な機能が危機的な状況
に陥ることが想定される。本村の生き残りをかけた、先送りのでき まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
ない課題に対し、子どもを生み育てたいという希望をかなえ、住み 連する寄附を行った法人に対する特例
たいと思える環境を整え、農業と観光を柱にした力強い産業と雇
用の場を創出し、地域資源を最大限活用して、ひと・しごとを呼び
込む村づくりを推進する。

計画本文

計画本文

5

6

7

8

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道上磯郡知内町

北海道檜山郡江差町

北海道檜山郡上ノ国町

北海道余市郡赤井川村

知内町まち・ひと・しごと創生推進計画

江差町まち・ひと・しごと創生推進計画

9

北海道

北海道樺戸郡月形町

月形町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道樺戸郡月形町の全域

本町の人口減少と地域経済の縮小に歯止めをかけるため、第２
期月形町創生総合戦略に掲げる４つの基本目標「①産業を元気
にして雇用を育むことにより、月形町に『にぎわい』を創る」「②移
住定住と交流により新たな人の流れを生み、月形町を『えがお』に 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
する」「③安心できる子育て環境をつくることにより、若い世代の
『きぼう』をかなえる」「④快適で安心な暮らしを確保することによ
り、月形町で『ゆとり』を実感する」に取り組み、将来にわたって安
心して住み続けられるまちづくりを進める。

10

北海道

北海道上川郡鷹栖町

鷹栖町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道上川郡鷹栖町の全域

人口減少と少子高齢化の進行が今後さらに見込まれるなか、新
たな地域課題と社会的ニーズに的確に対応し、人口減少に適応
した地域づくりを進めるため、幸せな暮らしを実現するまちを未来 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
へ持続する事業、子育て世代の希望を実現する事業、新たな人 連する寄附を行った法人に対する特例
の流れをつくる事業、地域資源を生かしてしごとをつくる事業に取
り組みます。

計画本文

東神楽町まち・ひと・しごと創生推進計画 北海道上川郡東神楽町の全域

全国的に多くの自治体の人口が減少する中、東神楽町の人口は
増加傾向で推移してきた。
しかし、近年の人口の推移は、平成28（2016）年をピークに人口は
減少に転じている。
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
今後は、人口の維持を目標とし、交流人口や関係人口など東神
連する寄附を行った法人に対する特例
楽町に関わる人たちと協力して地域を活性化させ、さらにはSDGs
を原動力とする地方創生への取り組みや、Society5.0に向けた新
技術など新たな視点を加え、全世代・全員が安心して生活を営め
る魅力あるまちづくりに取り組む。

計画本文

計画本文

11

北海道

北海道上川郡東神楽町

12

北海道

北海道上川郡下川町

ＳＤＧｓを取り入れた地域創造計画

北海道上川郡下川町の全域

「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 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
れた文化や資源を尊重し、新しい価値を生みだすまち⑥世界標 連する寄附を行った法人に対する特例
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。

13

北海道

北海道中川郡音威子府村

音威子府村企業版ふるさと納税推進計
画

北海道中川郡音威子府村の全域

北海道で1番小さな村である音威子府村が抱えている人口減少、
人口問題に対応すべく、本村の最大の強みである、村立高校「北
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
海道おといねっぷ美術工芸高等学校」を軸とした取り組みについ
連する寄附を行った法人に対する特例
て、交流人口の拡大や関係人口創出の観点から、企業版ふるさ
と納税を活用した事業展開を目指す。

計画本文

北海道斜里郡斜里町の全域

人口減少及び少子高齢化に対応するため、「斜里町まち・ひと・し
ごと創生推進計画」を策定する。
世界自然遺産に認定された豊かな自然に恵まれた当町の観光資
源、農業や漁業などの産業資源といった利点を生かし、雇用の創
出を図るとともに、テレワーク事業の実績を基に、新たな交流等 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
の拡大に取り組み、町外企業との連携や交流による地域経済の 連する寄附を行った法人に対する特例
活性化を目指す。
少子高齢化による人口減少が進みつつある中でも、誰もが健康
で安全に暮らしていける地域社会の構築を図り、社会環境の変化
に対応した事業展開を進める。

計画本文

14

北海道

北海道斜里郡斜里町

斜里町まち・ひと・しごと創生推進計画
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計画本文

15

北海道

北海道網走郡大空町

大空町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道網走郡大空町の全域

大空町では、就業研修や起業のほか事業承継を支援するととも
に、インターンシップや高校魅力化を推進し、町内人材を育成す
る。併せて、移住や住み替えの促進、ＩＣＴを活用した産業振興・企
業誘致（スマート農業・テレワーク等）、奨学金返済支援を行い、 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
関係人口の増大と雇用確保を推進する。また、宅地分譲や住宅 連する寄附を行った法人に対する特例
建設支援、高速情報通信環境の整備や子育て環境の充実を図
り、定住を促進する。これらの事業を横断的に推進することで人
口減少に歯止めをかける。

16

北海道

北海道白老郡白老町

白老町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道白老郡白老町の全域

第２期白老町まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標である、
まち・ひと・しごとの３つの創生を通じて、ウポポイを契機とした関
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
係人口の創出や、若者世代の定住促進、切れ目ない子育て環境
連する寄附を行った法人に対する特例
づくり等に取り組み、人口減少の抑制と地域経済の活性化を図り
ながら、将来にわたり持続可能なまちづくりを進める。

計画本文

17

北海道

北海道浦河郡浦河町

浦河町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道浦河郡浦河町の全域

浦河町が将来にわたって活力と魅力のある地域として発展し、
町民が夢や希望を持ち幸福と充実を感じ、生涯を通じてこの町に
暮らしたいと思うまちを実現をするため、人口減少と地域経済の
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
縮小という南極の克服に立ち向かうために必要な施策等をまと
連する寄附を行った法人に対する特例
め、町民、地域、行政がまちづくりの方向性を共有し、まちの持つ
可能性を最大限活かした協働と連携によるまちづくりを推進す
る。

計画本文

北海道河西郡更別村の全域

本村の総人口は2015年の国勢調査において3,185人とゆるやか
な減少に留まってている。しかし今後の推計によると高齢化率は
2045年までに11.4ポイント上昇し、10人に４人が高齢者になる超
高齢化社会が予想され、想像を超える大きな変化が待ち受けて まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
いる。第２期更別村まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、基 連する寄附を行った法人に対する特例
本目標に沿った事業に取り組むことにより人口減少に歯止めをか
ける「積極戦略」と「人口減少に対応するための「調整戦略」を推
進していく。

計画本文

北海道川上郡標茶町の全域

本町の人口は1963年の18,539人をピークに減少の一途を辿って
おり、2045年には4,400人まで減少するとされています。若年層、
特に子育て世帯の流出が大きいことから、町内経済の安定化が
急務であり、第2期標茶町創生総合戦略に掲げる「住んでよかっ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
た、これからも住み続けたい」と思えるまちづくりを目指し、基幹産 連する寄附を行った法人に対する特例
業である酪農畜産業の安定化や、需要者であるサービス産業の
活性化など、人口流出の抑制と転入増加に向けた地方創生施策
を推進していく。

計画本文

計画本文

18

19

北海道

北海道

北海道河西郡更別村

北海道川上郡標茶町

更別村まち・ひと・しごと創生推進計画

第２期標茶町創生総合戦略推進計画

計画本文

20

北海道

北海道白糠郡白糠町

白糠町創生総合戦略推進計画

北海道白糠郡白糠町の全域

本町は第一次産業を基幹とする人口約7,600人の町であり、人口
流出・少子高齢化が進行する状況から、基幹産業の低迷、地域
社会・産業の担い手不足など、地域活力の低下と経済規模の縮
小に拍車がかかる懸念がある。こうした課題に対応するため、地
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
域に賦存する豊かな地域資源を活かし、「第一次産業の再興と振
連する寄附を行った法人に対する特例
興」、「健康づくり」、「教育（意識改革）」の施策を連動させ展開す
ることが最終的に人口減少対策につながるという方針の下、社会
情勢の変化に対応した新たな視点も取り入れながら各種施策を
推進するもの。

21

岩手県

岩手県宮古市

宮古市まち・ひと・しごと創生推進計画

岩手県宮古市の全域

本市のまち・ひと・しごと創生総合戦略で掲げる基本目標「地域の
魅力向上を図り、より快適で豊かに暮らせる環境をつくる」「子ども
を産み育てやすい環境をつくり、結婚・出産･子育ての希望をかな まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
える」「地域に根ざした産業を振興し、生活を支える所得が得られ 連する寄附を行った法人に対する特例
る仕事を創出する」を推進し、本市将来像「『森・川・海』とひとが
調和し共生する安らぎのまち」を目指していく。

計画本文

岩手県北上市の全域

北上市では、人口減少下においても長期にわたり持続可能な都
市の姿を「あじさい都市」として、「花＝地域コミュニティの活性
化」、「幹＝地域を支える都市基盤」に例えて、それぞれを形成す
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
るために、「ひと」と「しごと」の好循環を生み出し、それを支える
連する寄附を行った法人に対する特例
「まち」の活性化に取り組む施策を展開します。具体的には公共
交通の確保、地域産業の振興、子育て支援、シティプロモーション
の推進の４つを重点プロジェクトとして取り組みます。

計画本文

計画本文

22

岩手県

岩手県北上市

北上市まち・ひと・しごと創生推進計画

23

岩手県

岩手県一関市

一関市まち・ひと・しごと創生推進計画

岩手県一関市の全域

少子高齢化及び人口減少の進行による地域への影響を極力抑
え、市民がいきいきと暮らせるまちとしていくため、「①市民が力を
発揮できる仕事を創出し、若者や女性が集うまちを目指します」、
「②社会全体で子育てを支援し、次代の担い手を応援するまちを まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
目指します」、「③心豊かに安心して暮らせる、住みたい、住んで 連する寄附を行った法人に対する特例
よかったまちを目指します」、「④未来へ引き継がれる、誇りと愛
着が持てるまちを目指します」を４つの基本目標とし、その取組を
推進するもの。

24

岩手県

岩手県二戸市

二戸市まち・ひと・しごと創生推進計画

岩手県二戸市の全域

人口減少とそれに起因するさまざまな課題を解決するため、長
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
期的なまちづくりの視点から、市民が主体的に持てる力を発揮
し、行政とともに新たな街をつくるため、人口減少の抑制と好循環 連する寄附を行った法人に対する特例
の促進を図る。

計画本文

25

岩手県

岩手県八幡平市

八幡平市第２期まち・ひと・しごと創生総
岩手県八幡平市の全域
合戦略推進計画

本市は、自然減と社会減が相まって急速な人口減少や少子・高
齢化が進んでいますが、一方では地域資源を活用した新たな事
業展開や、起業家支援などにより多様な人材の流入が期待され まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
ている地域でもあります。本計画を推進し、経済や人材の地域内 連する寄附を行った法人に対する特例
好循環を生み出すことで、持続可能な地域を次世代に繋げていく
ことを目指します。

計画本文

人口減少が進展することにより、労働力人口の減少や消費の縮
小など地域産業への影響や、地域コミュニティの担い手の減少な
ど、地域の社会経済の多くの側面に影響を及ぼすことが課題と
なっている。このため、働き手・担い手である若者の減少や地域
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
の賑わいの喪失等を克服し、持続可能なまちづくりを推進するた
連する寄附を行った法人に対する特例
めに、町に活力をもたらす産業の振興と新たな仕事を創出し、子
どもから高齢者まで安心して暮らせる生活環境を構築することに
より、ずっと住み続けたいと思えるような魅力ある町づくりを目指
すものである。

計画本文

26

岩手県

岩手県気仙郡住田町

住田町まち・ひと・しごと創生推進計画

27

岩手県

岩手県下閉伊郡岩泉町

岩泉町まち・ひと・しごと創生総合戦略推
岩手県下閉伊郡岩泉町の全域
進計画

岩手県岩泉町では、岩泉町まち・ひと・しごと創生総合戦略（未来
を創る希望プロジェクト）として、６つの重点プロジェクトを掲げ、台 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
風災害からの復旧復興を最優先課題としながら、人口減少の抑 連する寄附を行った法人に対する特例
制による希望あるまちづくりを推進します。

計画本文

一戸町まち・ひと・しごと創生推進計画

急激な人口減少が想定される状況のもと、一戸町が持っている
強みを活かした産業の振興や都市との関係人口の拡大、安心し
て暮らすことができる環境の充実による居住者の定着を図ること
などを目的に、現状の諸課題を解決するため、将来を担う人材を
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
育むまちづくり、人が集まり地域が活力にあふれるまちづくり、産
連する寄附を行った法人に対する特例
業の振興と仕事の創出を図るまちづくり、歴史や文化を活かすま
ちづくり、元気で健やかに暮らせるまちづくり、生活しやすい環境
が充実するまちづくりの６つを基本目標として、持続可能な一戸町
を目指す取組を行う。

計画本文

28

岩手県

岩手県二戸郡一戸町

岩手県気仙郡住田町の全域

岩手県二戸郡一戸町の全域

第58回認定（令和２年11月６日認定分） 地域再生計画の概要
番号

29

都道府県名

秋田県

作成主体名
（地方公共団体名）

秋田県山本郡八峰町

地域再生計画の名称

八峰町まち・ひと・しごと創生推進計画

地域再生計画の区域

秋田県山本郡八峰町の全域

30

山形県

山形県新庄市

新庄市まち・ひと・しごと創生推進計画

山形県新庄市の全域

31

山形県

山形県東置賜郡高畠町

たかはた未来創生推進計画

山形県東置賜郡高畠町の全域

地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

八峰町では年間100名以上の人口減少が進んできている。人口
減少により集落の小規模化や高齢化が急速に進み、基幹産業で
ある農林水産業の衰退や地域の担い手の不足、空き家や耕作放
棄地の増加など、地域コミュニティを維持していくうえで、深刻かつ 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
厳しい状況に直面している。これらの課題解決に取り組むため
に、「仕事づくりのための産業振興」「定住・移住対策」「少子化対
策」「人口減少社会への対応」の４つを基本目標として掲げ、目標
の達成を図る。

計画本文

雇用の創出により若年層の転出を抑制するとともに、地域の情
報や魅力を効果的に発信し、人の流れをつくる。また、安心して子
どもを生み、育てられ、次代を担う子どもたちが地域に愛着を持ち
健やかに成長できる環境を整備することで、出生数の増加を目指 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
す。
連する寄附を行った法人に対する特例
雪対策や健康で充実した生活を送ることができる仕組みづくりを
進め、誰もが元気に暮らすことのできるまちづくりを進める。

計画本文

人口減少がもたらす暗い将来を悲観するのではなく、明るい未
来を築くため、希望を失わず行動すると決心し「人」を中心に、本
町が保有する資源を町の内外を問わず、広範囲に「つなげていく」 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
こと、そしてその「つながり」が相乗効果として新たな価値を創造 連する寄附を行った法人に対する特例
することが重要であるとの考えにより４つの基本目標を定め各施
策を展開していくものである。

計画本文

計画本文

32

福島県

福島県会津若松市

会津若松市まち・ひと・しごと創生推進計
福島県会津若松市の全域
画

本市では、2013年２月に「スマートシティ会津若松」の推進を掲
げ、ＩＣＴを様々な分野で活用し、ＩＣＴ関連産業の集積によるしごと
づくりや生活の利便性向上を図る取組を進めてきた。こうした取組
は、地方創生の目的である“人口減少や少子化に歯止めをかけ、 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
地域に働く場を創出していく”、ということと一体であり、「スマート 連する寄附を行った法人に対する特例
シティ会津若松」と「地方創生」を連動させ、将来の持続可能なま
ち・魅力的なまち、すなわち住み続けることのできるまちの実現に
向けて取り組んでいく。

33

福島県

福島県郡山市

郡山市まち・ひと・しごと創生推進計画

福島県郡山市の全域

福島県の中枢都市、中核市として持てるポテンシャルを生かすこ
とにより責任を遂行するとともに、こおりやま広域圏の中心市とし
ての役割を担いつつ地域経済をけん引することにより、人口約30 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
万人規模を維持していくことを目標に、「人口減少・地域経済縮小 連する寄附を行った法人に対する特例
克服」及び「復興力の維持・強化」の実現を目指し、自立的で持続
可能な郡山の創生に取り組みます。

計画本文

34

福島県

福島県南会津郡下郷町

下郷町まち・ひと・しごと創生推進計画

福島県南会津郡下郷町の全域

町の人口減少に歯止めをかけるためには、構造的な人口問題を
解決していかなければなりません。人口の現状分析や町民アン
ケート結果から導き出された課題を踏まえ、人口減少を克服して
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
いくため、自然増対策とともに、効果的で実効性の高い社会増対
連する寄附を行った法人に対する特例
策に取り組み、2035年には社会動態±0と2040年には町民希望
出生率2.06を実現し、2040年に町人口3,700人程度の確保を目指
します。

計画本文

北塩原村まち・ひと・しごと創生推進計画 福島県耶麻郡北塩原村の全域

本村の基幹産業は観光と農業であり、東日本大震災前は年間約
300万人という観光入込客数が示すとおり、魅力的な資源が数多
くあります。村の強みであるこれらの地域資源を生かして、人口減
少の課題に対応するため、産業を強くし安心して働くことのできる まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
むらづくり、「若者世代」が戻ってくる、入ってくる魅力的なむらづく 連する寄附を行った法人に対する特例
り、この村で結婚し出産・子育てをしたいと感じるむらづくり、多世
代が互いに支え合うむらづくりという視点で、まち・ひと・しごと創
生を進め、2040年には2,203人の目標人口を目指します。

計画本文

結城市まち・ひと・しごと創生推進計画

茨城県結城市の全域

本市の将来人口は，国立社会保障・人口問題研究所によると，
2040年には41,023人まで減少することが予測されている。人口減
少や高齢化社会の到来は，地域経済の縮小，地域産業における
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
担い手の不足，公共施設の維持管理・更新等への影響，人口減
連する寄附を行った法人に対する特例
少によるコミュニティ機能の低下，市財政への影響などが懸念さ
れる｡こうした課題に対応するため，総合戦略の基本目標を掲げ，
本市の活性化と人口減少の抑制に資する施策に取り組む。

計画本文

茨城県稲敷市の全域

本市の人口は、住民基本台帳によると2020年３月時点で39,467
人となっており、人口減少を抑制する施策を実施しない場合、
2040年には26,273人まで減少する見込みです。合併以来、人口
減少および少子高齢化等が進行する状況が継続していますが、
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
本計画により人口減少の抑制を図るとともに、人口減少・少子高
連する寄附を行った法人に対する特例
齢化等が進行する中でも市民の方々が笑顔で健康的な暮らしを
継続できる地域を目指し、「雇用」「移住定住」「子育て」「シティプ
ロモーション」といった課題に取り組むとともに、持続可能な街づく
りを進めます。

計画本文

八千代町まち・ひと・しごと創生推進計画 茨城県結城郡八千代町の全域

本町の人口は、1995年の25,008人を頂点に減少傾向に転じてお
り、2019年１月１日の住民基本台帳人口は21,180人であった。人
口減少の要因として、少子高齢化の進展に伴い自然減が加速し
ていること、若年層が進学や就業を機に町外に流出し社会減が
続いていることが考えられる。
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
このような状況が続くと、地域産業の衰退や地域コミュニティ活動 連する寄附を行った法人に対する特例
の停滞など、町民の日常生活や地域の経済活動への影響が懸
念される。
これらの課題に対応するため、本町の実情に合った八千代町らし
さを大切にした施策を持続的に実施する。

計画本文

栃木市まち・ひと・しごと創生推進計画

将来人口の減少、少子高齢化の一層の進展により、地域住民の
生活や地域経済などにもたらされる課題に対応するため、「雇用
を生み出し、安心して働けるようにする事業」、「本市への新しい
人の流れをつくる事業」、「若い世代の結婚・出産・子育ての希望 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
をかなえるとともに、誰もが活躍できる地域社会をつくる事業」、
「時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と
地域を連携する事業」の４つの目標を掲げ、人口減少に歯止めを
かけ、地域の活力向上につなげるために取り組むものです。

計画本文

本市は、人口減少・少子高齢化の進行に伴い、労働力や担い手
の減少による地域経済の縮小、雇用形態の変化、社会保障費の
増加、空き地・空き家の増加等、社会・経済に様々な影響を及ぼ
すことが懸念されています。こうした状況に対応するため、子ども
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
を安心して産み、育てる環境・教育づくりや若者が定住できる魅力
連する寄附を行った法人に対する特例
ある街づくりに取り組むことにより、人口減少に歯止めをかけると
ともに、人口構造の若返りを図り、「選ばれる都市もおか」を推進
します。

計画本文

計画本文

計画本文

35

36

37

38

39

40

福島県

茨城県

茨城県

茨城県

栃木県

栃木県

福島県耶麻郡北塩原村

茨城県結城市

茨城県稲敷市

茨城県結城郡八千代町

栃木市

栃木県真岡市

稲敷市まち・ひと・しごと創生推進計画

真岡市まち・ひと・しごと創生推進計画

栃木市の全域

栃木県真岡市の全域

41

栃木県

栃木県那須烏山市

那須烏山市まち・ひと・しごと創生推進計
栃木県那須烏山市の全域
画

本市の少子高齢・人口減少問題の対応するため以下の４つの基
本目標の下、人口減少に歯止めをかけるための積極的な施策の
展開と、人口構造に適したコンパクトなまちづくりに取組み、持続
可能な地域づくりを目指す。
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
・基本目標１：本市における安定した雇用を創出し、安心して働け
連する寄附を行った法人に対する特例
るようにする。
・基本目標２：本市への新しいひとの流れをつくる
・基本目標３：若い世代の結婚・出産・子育ての希望を叶える
・基本目標４：時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る

42

栃木県

栃木県芳賀郡茂木町

茂木町まち・ひと・しごと創生推進計画

茂木町の地方創生総合戦略「茂木町まち・ひと・しごと創生総合
戦略」で定める４つの基本目標（「安心して働き続けることのできる
「まち」をつくる」「安心して移住・定住のできる「まち」をつくる」「安 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
心して出産・子育てのできる「まち」をつくる」「安心して暮らし続け 連する寄附を行った法人に対する特例
ることのできる「まち」をつくる」）に資する事業を、応援税制に基づ
く企業からの寄付金を活用しながら実施する。

栃木県芳賀郡茂木町の全域

第58回認定（令和２年11月６日認定分） 地域再生計画の概要
番号

43

都道府県名

栃木県

作成主体名
（地方公共団体名）

栃木県那須郡那須町

地域再生計画の名称

那須町まち・ひと・しごと創生推進計画

地域再生計画の区域

地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

栃木県那須郡那須町の全域

那須町の地方版総合戦略「まち・ひと・しごと創生那須町総合戦
略」で定める４つの基本目標（「那須で稼ぎ、安心して働けるように
する」「那須とのつながりを築き、新しいひとの流れをつくる」「那須 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
で結婚・出産・子育ての希望をかなえる」「ひとが集う、安心して暮 連する寄附を行った法人に対する特例
らすことができる魅力的な那須をつくる」）に資する事業を、応援
税制に基づく企業からの寄付金を活用しながら実施する。

計画本文

群馬県北群馬郡吉岡町の全域

本町の人口は、昭和30年（1995年）以来、ベッドタウンとしての発
展などにより転入超過が続き、令和２年（2020年）９月現在で
21,479人となっている。しかし、これまでのような転入超過が将来
にわたって続くことは考えにくく、令和42年（2045年）頃をピークに まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
減少に転じると予想されている。人口が減少した場合には、医療 連する寄附を行った法人に対する特例
費を始めとする扶助費の大幅な増加や税収の減少による行政
サービスの維持困難などが考えられる。人口減少による以上の
影響を防止するために定めるもの。

計画本文

44

群馬県

群馬県北群馬郡吉岡町

吉岡町まち・ひと・しごと創生推進計画

45

埼玉県

埼玉県川口市

地産地消による市内経済好循環創出事
埼玉県川口市の全域
業

本市が持続的に発展していくためには、人口減少期の到来に先
んじて市内経済の好循環を形成し、市民所得が市外消費によっ
て流出することを防ぐとともに、市内消費の増加によって、市内生 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
産により多くの所得を還流させ、市内勤労者の給与収入の増加 連する寄附を行った法人に対する特例
につなげることが必要であり、市産品の活用・市内事業者への優
先発注等の促進により、さらなる市内経済の活性化を狙う。

計画本文

蕨市まち・ひと・しごと創生推進計画

埼玉県蕨市の全域

蕨市において、将来、危惧されている人口減少を克服していくた
め、「改定蕨市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置づけられた
事業の推進にあたり、地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
を活用し、本市の特性を踏まえ、若者の転入を維持するとともに、
連する寄附を行った法人に対する特例
子どもと子育て世代の定住促進・転出抑制、子育て世代に限らな
い多面的な取組等を進めることで、子育てしたいと思える環境づく
り、将来にわたり住み心地が良く活力のあるまちづくりを目指す。

計画本文

埼玉県桶川市の全域

本市の合計特殊出生率1.23（H22～H26平均値）は、全国1.41（同
平均）と比べ低い傾向にあります。高齢化による人口動態の変化
や若年層の就学・就業を機会とした転出など、子どもを産み育て
る世代の人口が大きく減少することにより、少子化が一層加速し
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
ていくことが予想されます。
連する寄附を行った法人に対する特例
このため、人口減少問題に取り組む際の重点的視点として「出生
数の増加」と「若年層の転出抑制・転入促進」を掲げ、それぞれ
「合計特殊出生率の向上等」、「若者の転出抑制・転入促進と子
育て世帯の転入促進・転出抑制」に取り組みます。

計画本文

計画本文

46

47

埼玉県

埼玉県

埼玉県蕨市

埼玉県桶川市

桶川市まち・ひと・しごと創生推進計画

48

埼玉県

埼玉県久喜市

久喜市まち・ひと・しごと創生推進計画

埼玉県久喜市の全域

東京圏に位置する本市は、平成22年に人口のピークを迎えて以
降、人口減少の傾向にあり、若い世代を中心とした定住促進や合
計特殊出生率の改善などが大きな課題である。本市は交通利便
性に恵まれており、引き続き企業立地の高い需要が見込まれるこ
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
とからも、立地環境の優位性を活かし、優良企業の誘致を積極的
連する寄附を行った法人に対する特例
に推進することで、地域経済の活性化や地元に安定した雇用を
創出することが期待される｡少子高齢化が加速度的に進行するこ
とを踏まえ、子育て支援の充実や高齢者等にも優しく、誰もが健
康で安心して暮らせる地域づくりを目指す。

49

埼玉県

埼玉県坂戸市

坂戸市選ばれ続ける街づくり計画

埼玉県坂戸市の全域

第２期坂戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げた「若い世
代に選ばれ続ける都市をつくる」、「子育て世代に選ばれ続ける都
市をつくる」、「産業に選ばれ続ける都市をつくる」、「時代に合った まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
地域をつくり、健やかで安心なくらしを守る」という４つの基本目標 連する寄附を行った法人に対する特例
に基づき、変わる時代の中でこれからも選ばれ続ける街づくりを
推進する。

計画本文

計画本文

50

埼玉県

埼玉県吉川市

吉川市まち・ひと・しごと創生推進計画

埼玉県吉川市の全域

当市の人口は年々増加傾向にあるが、今後訪れる人口減少の到
来に対応し、人口増加のピークの先延ばしと人口減少の抑制を
図るため、市民が安心して妊娠・出産、子育てができる環境を整
備し、出生数の減少に歯止めをかけ、教育環境の充実を図るとと まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
もに、産業全体の活性化による雇用の場を創出することで若者の 連する寄附を行った法人に対する特例
定住・定着を図るため、「子どもの笑顔と活気でまちを満たす」・
「市民の幸福実現を追求する」という２つの基本目標に基づく施策
を展開し、将来にわたって持続可能なまちづくりを目指します。

51

埼玉県

埼玉県大里郡寄居町

寄居町まち・ひと・しごと創生推進計画

埼玉県大里郡寄居町の全域

若い世代のUターン促進やファミリー層への移住促進、結婚・出
産・子育て環境の整備などの取り組みを進め、合計特殊出生率
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
の回復（自然増減の改善）及び転入者の増加（社会増減の改善）
連する寄附を行った法人に対する特例
を図ることで、人口減少に歯止めをかけ、持続可能なまちづくりを
実現する。

計画本文

館山市まち・ひと・しごと創生企業版ふる
千葉県館山市の全域
さと納税活用事業

人口減少、少子高齢化に対応するため、令和２年度に策定した第
２期館山市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、①“海”の魅
力に磨きをかける～海の魅力アップ～ ②“食”の豊かさで人をひ
きつける～食の豊かさアップ～ ③“若者”の夢と希望をかなえる
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
～若者の元気アップ～ ④未来に誇れる“ふるさと愛”をはぐくむ
連する寄附を行った法人に対する特例
～ふるさとへの誇りアップ～ を基本目標として、地方創生の取組
を推進することにより、人口減少・少子高齢化を見据えた持続可
能なまちづくりに努めるとともに、まち・ひと・しごとの創生と好循
環の確立を目指す。

計画本文

計画本文

52

千葉県

千葉県館山市

53

千葉県

千葉県香取市

香取市まち・ひと・しごと創生推進計画

千葉県香取市の全域

香取市の人口は、1985年の人口93,573人をピークに1995年以降
減少の一途をたどっており、近年も毎年1,000人程度、減少してい
る状況です。市の将来都市像である「豊かな暮らしを育む 歴史
文化・自然の郷 香取 ～人が輝き 人が集うまち～」を実現する まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
ため、地域経済の低迷、少子高齢化の進行など、本市を取り巻く 連する寄附を行った法人に対する特例
厳しい環境の中において、「住みたい」「住み続けたい」と思える魅
力あるまちづくりに向けた施策を積極的に推進していくことによ
り、人口減少に歯止めをかける。

54

千葉県

千葉県山武郡芝山町

芝山町まち・ひと・しごと創生推進計画

千葉県山武郡芝山町の全域

芝山町では人口減少の課題に対応するため、①安定した雇用を
創出し、安心して働ける環境を整備する、②新しいひとの流れを
つくる、③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、④時
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るという4つの基本目標
連する寄附を行った法人に対する特例
を掲げ、人口減少に歯止めをかける。また、成田空港の更なる機
能強化など新たな定住も期待できることから、人口確保に向けた
一体的な取り組みを実施し、人口増につなげていく。

計画本文

55

神奈川県

神奈川県平塚市

平塚市まち・ひと・しごと創生推進計画

神奈川県平塚市の全域

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（内閣府）を活用し、４つの基本目標（１ 強みを活
かしたしごとづくり、２ 子どもを産み育てやすい環境づくり、３ い まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
くつになってもいきいきと暮らすまちづくり、４ 安心・安全に暮らせ 連する寄附を行った法人に対する特例
るまちづくり）の実現を目指して、平塚市まち・ひと・しごと創生推
進事業を展開していく。

計画本文

56

神奈川県

神奈川県小田原市

小田原市まち・ひと・しごと創生推進計画 神奈川県小田原市の全域

小田原市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、①安定した雇
用を創出する、②魅力を発信し、人の流れをつくる、③子どもを産
み育てやすい環境をつくる、④活力にあふれ、住み続けたくなるま まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
ちをつくる、これを支える人を育て生かすという４つの基本目標を 連する寄附を行った法人に対する特例
掲げ、まち・ひと・しごとの好循環を生み出し、市民生活の質を高
める。

計画本文

第58回認定（令和２年11月６日認定分） 地域再生計画の概要
番号

57

都道府県名

新潟県

作成主体名
（地方公共団体名）

新潟県加茂市

地域再生計画の名称

加茂市まち・ひと・しごと創生推進計画

地域再生計画の区域

地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

新潟県加茂市の全域

人口減少に適応しつつ、将来にわたって「活力ある地域社会」の
実現を目指すため、若い世代から高齢者、障害者まで誰もが安
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
心して暮らすことができる環境や魅力的な地域をつくるとともに新
連する寄附を行った法人に対する特例
しい人の流れや安心して働くための稼ぐ地域をつくることを基本目
標として掲げている。

計画本文

計画本文

58

富山県

富山県中新川郡上市町

上市町まち・ひと・しごと創生推進計画

富山県中新川郡上市町の全域

上市町の人口は、少子高齢化に伴う自然減と東京一極集中の加
速等による社会減が同時進行しており、今後もこの人口減少傾向
が続くことで、地域内の労働人口や税収が減少し、地域社会のコ
ミュニティ機能の低下を招くなど、様々な面での影響が懸念される まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
ことから、既存産業の育成と、新規起業や新分野進出の積極的 連する寄附を行った法人に対する特例
な推進、若者の雇用環境づくりを図るとともに、若者の結婚・出
産・子育てを支援し、このまちに住みたい、このまちに住み続けて
よかったと思える安全・安心で魅力的なまちづくりを推進する。

59

石川県

石川県七尾市

七尾市まち・ひと・しごと創生推進計画

石川県七尾市の全域

「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」、「担い手を育
て、地域産業を支える」、「七尾への新しい人の流れをつくる」、
「安心なくらしを守り、誰もが活躍できる地域社会をつくる」の４つ
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
を基本目標として掲げ、本市の魅力を最大限に活かしながら、市
連する寄附を行った法人に対する特例
民が将来にわたって安心して住み続けたいと思えるまちづくりを
進めていくことで、人口減少をはじめとした諸課題に対応してい
く。

計画本文

60

石川県

石川県輪島市

輪島市まち・ひと・しごと創生推進計画

石川県輪島市の全域

輪島市の創生を推進するため、以下の取り組みを行う。
・輪島の魅力を活かした雇用の創出
・住みたくなるまちづくり
・結婚・子育ての希望をかなえる環境づくり
・自然と暮らしを守るまちづくり

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

石川県加賀市

加賀市まち・ひと・しごと総合戦略推進計
石川県加賀市の全域
画

少子高齢化や若者の流出やそれに伴う地域活力の低下といった
課題に対し、移住定住対策や子育て支援の充実、新たな産業創
出とそれを担う人材育成などに併せ、生活の質を向上させるス
マートシティを実現させるとともに、本市が有する自然・歴史・伝統 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
文化などの優れた地域資源に誇りを持ち、大切に育むことで、住 連する寄附を行った法人に対する特例
んでいる人にも訪れる人にも満足度の高い「住んでいたい 来て
みたい」と思える、魅力的で市民が誇りを持てるまちを目指し、多
様な施策を強力に推し進める。

計画本文

本市の人口動態においては、令和２年８月末現在、国立社会保
障・人口問題研究所が算出した将来人口推計値を下回っており、
全国的な傾向である人口減少・少子高齢化、若者の首都圏及び
都市部への流出等の影響から、今後も厳しい状況が続くことが予 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
測され、第２期がんばる羽咋創生総合戦略に基づき、各施策の選 連する寄附を行った法人に対する特例
択と強化、直接的かつ短期集中的な施策を展開し、人口減少対
策を行いつつ、人口減少社会に適応したまちづくりに取り組む。

計画本文

石川県能美郡川北町の全域

『キラリと輝く“ふるさと川北”』～みんなで手を取り“若さあふれる”
まちづくり～の実現のため、以下の取り組みを行う。
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
・充実した子育て環境をめざす
連する寄附を行った法人に対する特例
・多世代がずっと住み続けられるまちをめざす
・地域で働きやすい産業と雇用環境を生み出す
・安全・安心な暮らしを続けられる環境をつくる

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

61

石川県

62

石川県

石川県羽咋市

第２期がんばる羽咋創生総合戦略推進
石川県羽咋市の全域
計画

63

石川県

石川県能美郡川北町

第２期川北町版総合戦略推進計画

64

65

66

67

68

69

70

石川県

石川県

石川県

石川県

石川県

石川県

福井県

石川県河北郡津幡町

津幡町まち・ひと・しごと創生推進計画

石川県河北郡津幡町の全域

津幡町の地方創生を推進するため、以下の取り組みを行う。
・安定した雇用を創出する
・新しいひとの流れをつくる
・若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるとともに、津幡
町を愛し未来を拓くひとを育む
・時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と
地域を連携する

石川県河北郡内灘町

第２期内灘町まち・ひと・しごと創生推進
石川県河北郡内灘町の全域
計画

内灘町まち・ひと・しごと創生を推進するため、以下の取り組みを
行う。
・子どもを産み育てやすい環境をつくり、地域への愛着を育む事
業
・まちの魅力を高め、新しいひとの流れをつくる事業
・地域の交流を強化し、安全で安心なくらしをつくる事業
・まちの活力を生み出し、安心して働ける産業を育成する事業

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

志賀町まち・ひと・しごと創生推進計画

志賀町創生を推進するため、以下の取り組みを行う。
・豊かな里山里海の資源を活用した農林水産業の支援と産業振
興
・交流人口増加から関係人口・定住人口への拡大
・地域の価値や魅力を教育や人とのつながりを通して伝える
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
・妊活から小中学生まで、切れ目のない総合的支援とICT環境や
連する寄附を行った法人に対する特例
保育所整備などの環境的支援を行う
・SDGsを基本姿勢とし、地域社会を支える基盤の維持と、5G、
RESASなど新しい技術基盤を活用
・誰もが活躍できる働き方の環境や医療・福祉サービスの提供な
ど総合的な環境整備

計画本文

計画本文

石川県羽咋郡志賀町

石川県羽咋郡志賀町の全域

石川県羽咋郡宝達志水町

第２期宝達志水町まち・ひと・しごと創生
石川県羽咋郡宝達志水町の全域
総合戦略推進計画

第２期宝達志水町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画を推
進するため、以下の取り組みを行う。
・稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする事業
・本町とのつながりを築き、本町への新しいひとの流れをつくる事 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
業
連する寄附を行った法人に対する特例
・結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業
・ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる事
業

石川県鳳珠郡穴水町

第２期穴水町まち・ひと・しごと創生推進
石川県鳳珠郡穴水町の全域
計画

本町の人口及び世帯数は、1955年（昭和30年）の19,182人、3,919
世帯をピークに減少し、2015年（平成27年）には8,786人、3,461世
帯まで落ち込んでいる。また、少子高齢化の進行も著しい。
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
これらの課題に対応するため、本町への多様な人口の流入促
進、若い世代の結婚・出産・子育てに対する希望の実現、時代の 連する寄附を行った法人に対する特例
変化に対応した安全・安心で豊かな地域づくり、多様な人材が活
躍する地域づくり、新たな時代の流れをまちづくりに活かす、とい
う基本的な考え方に沿って各種施策を推進する。

計画本文

第２期能登町創生総合戦略推進計画

能登町は、「能登の里山里海」に育まれた多くの地域資源（産業、
伝統、文化、景観等）があるが、一方で、５年で１割の人口減、高
齢化率が５０％に迫り、地域経済の縮小など多くの地域課題を抱
える。これらを踏まえ、２０２０年３月「第２期能登町創生総合戦
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
略」を策定した。この戦略では、当町を課題先進地と捉え、これら
連する寄附を行った法人に対する特例
課題と地域資源を活用し、産業の稼ぐ力の強化、コミュニティの維
持、課題解決型人材などの関係人口の創出、町内外の多様なひ
とびとによる協働・共創により「若者が集い能登の暮らしを受け継
ぐまち」を目指す。

計画本文

人口減少、少子高齢化社会の到来を見据え、「若い世代が住み、
生み、育てたくなるまち」を目指すためには、安定した雇用環境や
子育てしやすい環境づくり、そして暮らしやすくて幸せを実感でき
るまちづくりを進め、人口流出の抑制につなげることが重要であ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
る。これらの課題を、市民と共有しながら、「誇りを持って住み続け 連する寄附を行った法人に対する特例
られるまち」「離れてもまた帰ってくるまち」「みんなが集まるまち」
そして「暮らしやすくて幸せを実感できるまち」を目指し、まちづくり
を推進する。

計画本文

石川県鳳珠郡能登町

福井県あわら市

石川県鳳珠郡能登町の全域

あわら市まち・ひと・しごと創生推進計画 福井県あわら市の全域

第58回認定（令和２年11月６日認定分） 地域再生計画の概要
番号

都道府県名

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

活用する支援措置

計画本文

人口減少時代へ対応するため、また定住化の促進に向けて、人
口流出防止対策やＵＩＪターン者の増加や若い世代の結婚の希望
の実現、合計特殊出生率向上等につなげる。これらの政策・施策
の方向性を示す基本目標として「生産年齢人口の確保」、「ＵＩＪ
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
ターンの支援」、「若い世代の結婚の希望の実現」、「子ども・子育 連する寄附を行った法人に対する特例
て支援と教育の充実」、「交流・関係人口の拡大とイメージアップ」
の５本の柱を掲げ、「女性が輝くモノづくりのまち～子育て・教育環
境日本一～」を目指し、「定住化の促進」に向けて取組む。

計画本文

71

福井県

福井県越前市

越前市まち・ひと・しごと創生推進計画

72

山梨県

山梨県富士吉田市

富士山麓のマチ 富士吉田市まち・ひと・
山梨県富士吉田市の全域
しごと創生推進計画

富士山の北麓に位置し富士山信仰の聖地として、また、古くから
高度な技術を誇る織物・繊維産業の街として発展し、現在、年間
600万人を超える観光客が訪れている、しかし、出生数の減少や
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
東京圏への転出超過によって、自然減と社会減が同時に進む人
連する寄附を行った法人に対する特例
口減少によって、働き手・担い手である若者の減少や地域の賑わ
いの喪失などの問題が顕著となっている。このため、若い世代を
中心とした雇用・子育て環境・定住促進施策に取り組んでいく。

計画本文

甲斐市まち・ひと・しごと創生推進計画

本市では、少子高齢化の進展に伴い、近い将来、人口減少に転
じることが予測されており、大手半導体メーカーの撤退による雇
用の喪失、若年層の転出超過、出生数の伸び悩み、地域コミュニ
ティの衰退など多くの課題を抱えている。本計画は、これらの課題
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
に対応するため、「安定した雇用を創出する産業振興」、「都市と
連する寄附を行った法人に対する特例
自然の魅力を活かした定住促進」、「次世代育成のための包括的
な支援」、「人がつながり活力を生み出すまちづくり」を基本目標に
掲げ、まち・ひと・しごとの好循環を目指す地方創生を推進するも
のである。

計画本文

上野原市まち・ひと・しごと創生推進計画 山梨県上野原市の全域

本市の人口は、1995年の30,248人をピークに減少し、2020年4月
には、住民基本台帳によると22,779人まで減少している。このまま
人口減少が進行すると、教育環境、商業・労働環境および行政
サービス等の悪化を招き、市勢の衰退からさらなる人口減少が加 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
速するという負の連鎖を呼び込むことになる。こうした課題に対応 連する寄附を行った法人に対する特例
するため、魅力ある雇用の創出と担い手を確保するまちづくり、多
くの人が訪れ、住みたくなるまちづくりなどの5つの基本目標を掲
げ、持続可能な地域社会の形成を推進する。

計画本文

本市の人口はここ20年余り減少しており、特に近年の落込み具合
は顕著である。このことは基幹産業である果樹農業やワイン産業
に大きな影響を及ぼすとともに、産業全般において地域経済の縮
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
小を生み出している。これらの課題に対応するため、総合戦略の
連する寄附を行った法人に対する特例
４つの基本目標により、魅力ある産業と人の流れにより地域経済
を創出し、出産、子育て、教育等時代にあった地域づくりを牽引
し、まち・ひと・しごとの創生と好循環を目指す。

計画本文

73

74

75

76

77

78

79

80

山梨県

山梨県

山梨県甲斐市

山梨県上野原市

福井県越前市の全域

地域再生計画の概要

山梨県甲斐市の全域

山梨県

山梨県甲州市

甲州市まち・ひと・しごと創生推進計画

山梨県

山梨県西八代郡市川三郷
町

市川三郷町まち・ひと・しごと創生推進計
山梨県西八代郡市川三郷町の全域
画

本町は、人口減少により、日常生活、地域経済、医療・福祉、教
育地域文化への影響が今後、将来にわたり影響が出ると予測さ
れます。安定した人口構造を維持し、若い世代を中心に将来にわ
たって安心して働き、希望に応じた結婚、出産、子育てができる町 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
を目指しながら、これからの子どもたちの笑顔をずっと見ていける 連する寄附を行った法人に対する特例
ようにと願っています。第２次総合戦略の事業を展開する中で、ひ
とつでも多く目標事業を実現させるため、全職員一丸となって取り
組んでまいります。

計画本文

南部町まち・ひと・しごと創生推進計画

山梨県南巨摩郡南部町の全域

人口減少、特に若い世代の人口流出が進んでいる本町では、将
来的に地域社会へもたらされるさまざまな負の影響を軽減するた
め、同時に、住んでいる人たちが希望と魅力を感じながら日々生
活できるように、「雇用・交流・若者支援・地域づくり」の４点に重点 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
をおいて、それぞれに目標を定めて、地域再生のための事業に取 連する寄附を行った法人に対する特例
り組んでいきます。急激に進む人口の減少を少しでも緩やかにす
るため、まずは「住んでもいいと思えるまち」へ、さらには「住みた
いまち」へと進化できるように事業を展開していきます。

計画本文

山梨県中巨摩郡昭和町の全域

昭和町では、「第1期まち・ひと・しごと創生総合戦略」期間中にお
いても人口増加で推移してきたものの、少子・高齢化の影響は少
なからず受けている。人口減少が続くなか、住み続けたい町、暮
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
らしてみたい町として本町が選ばれるよう、「第2期まち・ひと・しご
連する寄附を行った法人に対する特例
と創生総合戦略」に基づき、「人口減少対策」「定住促進」「活力あ
るまちづくり」を進め、本町の持続可能な成長と「新化」に向け、５
つの基本目標達成のため様々な事業に取り組んでいく。

計画本文

山梨県南都留郡鳴沢村の全域

少子高齢化により人口減少が急速に進行し、若年層を中心に
地方から東京圏へ人口が流出しており、特に生産年齢人口が減
少しています。地方では、地域社会の担い手の減少や地域経済
が縮小するなど、社会的・経済的な課題が生じています。
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
このような課題に対応するため、鳴沢村においても人口減少に
連する寄附を行った法人に対する特例
歯止めをかけ、将来にわたり活力あるまちづくりを推進していくた
め、人口の動向及び村民のニーズ等の現状把握した上で国の新
たな視点も取り込んだ第２期計画（令和２～6年度）を策定し、持
続可能な地域社会の形成を推進していきます。

計画本文

山梨県

山梨県

山梨県南巨摩郡南部町

山梨県中巨摩郡昭和町

昭和町まち・ひと・しごと創生推進計画

山梨県甲州市の全域

山梨県

山梨県南都留郡鳴沢村

鳴沢村 まち・ひと・しごと創生推進計画

山梨県

山梨県南都留郡富士河口
湖町

富士河口湖町まち・ひと・しごと創生推進
山梨県南都留郡富士河口湖町の全域
計画

若い世代の就労の希望を実現するための雇用環境の創出を図る
とともに、安心して子育てができる環境も引き続き整え、若年層、
子育て世代の社会増を図り、町全体での社会増を図ることを目標
とし、ア）地域に根ざした新しい雇用を創生する事業、イ）人の流 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
れをつくり地域経済を創生する事業、ウ）未来の富士河口湖町を 連する寄附を行った法人に対する特例
担う人材を創生する事業、エ）生み・育むことに優しい環境を創生
する事業、オ）将来にわたり活力あふれる地域を創生する事業に
よる「活力ある地域社会」の実現事業に取組みます。

計画本文

計画本文

81

山梨県

山梨県北都留郡小菅村

小菅村まち・ひと・しごと創生推進計画

山梨県北都留郡小菅村の全域

本村の人口は、2005年以降で約300人が減少するなど急激な人
口減少が進んでいる。さらに、働き盛り世代の低下と高齢者比率
の上昇が問題となっている。このように過疎化・高齢化が進む本
村においては、働き手の獲得や資源と生活インフラに関する課題
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
がボトルネックとなり、生活の基幹となる『生活・コミュニティ』『人・
連する寄附を行った法人に対する特例
雇用』『産業』が円滑に循環していない。
この３つの施策が相乗的に効果を発揮できるように、人材育成と
課題共有の場を醸成し、すべての村民にとって、小菅村がひとつ
のふるさとであり続ける将来像を目指す。

82

長野県

長野市

長野市まち・ひと・しごと創生推進計画

長野市の全域

人口減少・人口構造の変化に伴い生じる課題を克服するため、産
業振興や移住促進、子育て支援等による「定住人口の増加」と、
市街地及び中山間地の魅力を活かした観光、文化・スポーツ活動 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
等の訴求による「特色あるまちづくり」、「交流人口の増加」を通
じ、将来世代に活力ある地域社会を引き継いでいくことを目指す
計画。

計画本文

83

長野県

長野県岡谷市

人結び 夢と希望を紡ぐ たくましいまち岡
長野県岡谷市の全域
谷推進計画

豊かな自然、シルクの歴史や文化などの地域資源を活かした魅
力ある地域づくりを進め、本市の認知度を高めることを通じて、交 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
流人口・関係人口の増加、移住、さらには定住意欲の醸成につな 連する寄附を行った法人に対する特例
げ「人結び 夢と希望を紡ぐ たくましいまち岡谷」の実現をめざす。

計画本文

84

長野県

長野県諏訪市

諏訪市まち・ひと・しごと創生推進計画

総合戦略に基づき、諏訪市におけるまち・ひと・しごとの好循環を
生み出すとともに、将来的には諏訪地域のまち・ひと・しごとの好 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
循環に結び付くことで諏訪地域全体の底上げができるよう、基本 連する寄附を行った法人に対する特例
目標の実現を目指す。

計画本文

長野県諏訪市の全域

第58回認定（令和２年11月６日認定分） 地域再生計画の概要
番号

都道府県名

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

地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

85

長野県

長野県飯山市

飯山市まち・ひと・しごと創生推進計画

長野県飯山市の全域

定住人口対策と関係人口の創出・拡大の両輪で地域課題の解決
に取り組むため『次世代につなぐ活力あるいいやまづくり』を基本
方針とし、これまでの取組みの成果や社会情勢等を踏まえ一層
の充実・強化を図るべく第２期飯山市総合戦略を策定しました。そ
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
こに掲げる地域経済活性化、移住定住推進、次世代育成等の基
連する寄附を行った法人に対する特例
本目標を達成するための事業計画がこの飯山市まち・ひと・しごと
創生推進計画であり、本計画に基づく施策や事業に要する費用
については、こころざしある企業の皆様からの寄附（企業版ふるさ
と納税）を見込んでいます。
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長野県

長野県茅野市

茅野市地域創生推進計画 ～若者に
「選ばれるまち」の実現を目指して～

長野県茅野市の全域

茅野市第2次総合戦略の基本目標である「知りたい、訪れたいま
ちをつくる」、「通いたい、帰りたいまちをつくる」、「移り住みたい、
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
住み続けたいまちをつくる」、「安心して出産・子育てができるまち
連する寄附を行った法人に対する特例
をつくる」、「安心・安全、快適なまちをつくる」等を通じて、若者に
選ばれるまちの実現を目指す。

計画本文
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長野県

長野県安曇野市

安曇野市まち・ひと・しごと創生推進計画 長野県安曇野市の全域

人口減少及び少子高齢化が今後も進展していくという課題を直視
し、地域に活力のある今のうちから、官民連携で、計画的かつ体 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
系的に対策を実施していくことで、安曇野市の人口減少を和らげ 連する寄附を行った法人に対する特例
つつ、人口減少に適応した地域づくりを推進する。

計画本文

長野県上伊那郡飯島町

飯島町まち・ひと・しごと創生推進計画

長野県上伊那郡飯島町の全域

本町の人口は、平成17（2005）年の10,570人以降、減少に転じて
います。近年では特に進学、就職に伴う世代や子育て世代を中心
とした若者の流出が続いています。これに呼応するように、少子
高齢化の進展、小売業の廃業等による縮小など、人口減少と地
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
域経済縮小が進みつつあります。これらの課題に対応するため、
連する寄附を行った法人に対する特例
将来の合計特殊出生率を上昇させる取り組みや、積極的な転入・
定住促進等による人口の社会増減を均衡させる取り組みを展開
し、緩やかな人口減少と年齢構成のバランスを維持した持続可能
な地域を実現します。

計画本文

売木村まち・ひと・しごと創生推進事業は大きく４つの事業内容で
実施する。①産業を発展させ雇用につなげるむらづくりに資する
事業②人々が交流し・定着するむらづくりに資する事業③うるぎで
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
子育てをしたいと思えるむらづくりに資する事業④誰もが安心して
連する寄附を行った法人に対する特例
暮らせるむらづくりに資する事業とする。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（内閣
府）：【A2007】適用して行う事業である。

計画本文

88

長野県

計画本文

89

長野県

長野県下伊那郡売木村

売木村まち・ひと・しごと創生総合推進計
長野県下伊那郡売木村の全域
画

90

岐阜県

岐阜県大垣市

大垣市まち・ひと・しごと創生推進計画

岐阜県大垣市の全域

本市の人口は2005年をピークに減少傾向にあり、今後さらなる減
少が見込まれる。そこで人口の自然減・社会減への挑戦として、
「楽しく子育てができるまちづくり」「元気があるまちづくり」「安心で まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
きるまちづくり」「広域連携による魅力あるまちづくり」の4つの目標 連する寄附を行った法人に対する特例
を設定し、人口減少対策としての施策を推進し、持続可能なまち
づくりや地域活性化に取り組む。

計画本文
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岐阜県

岐阜県羽島市

羽島市まち・ひと・しごと創生推進計画

岐阜県羽島市の全域

羽島市第六次総合計画に掲げる戦略である、「あらゆる人々が成
長・活躍するまちづくり」、「いきいきと安心して暮らせるまちづく
り」、「次代につながる産業・基盤づくり」を推進することにより、市 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
民や地域、まち全体がいきいきと輝き、だれもが安心感に抱かれ 連する寄附を行った法人に対する特例
幸せを感じることができるまちである「心安らぐ幸せ実感都市はし
ま」を実現します。

計画本文

岐阜県山県市の全域

第２期山県市まち・ひと・しごと創生総合戦略にある目指すべき
将来の方向として、（１）安心して結婚し、子育てができる環境整
備、（２）魅力向上とシティープロモーションの取組深化、（３）市内
で安心して働き続けられるための企業支援を掲げた。この総合戦 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
略を果敢に実行していくことで、本市の最大の課題である、依然と 連する寄附を行った法人に対する特例
して県内でも低い合計特殊出生率の向上と、人口減少や少子高
齢化による働き手や担い手不足をできる限り解消するものであ
る。

計画本文

岐阜県本巣市の全域

本市では、少子高齢化の進展に伴う人口減少に対応し、今後の
持続的発展を図るため第２期本巣市まち・ひと・しごと創生総合戦
略を策定し、５つの基本目標（①安定した雇用の創出、②関係人
口と移住・定住者の創出、③子育て世代に対する支援、④暮らし
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
の安全・安心の確保、⑤魅力あるふるさとづくり）のもと地方創生
連する寄附を行った法人に対する特例
を推進している。本計画は、総合戦略に位置付ける事業につい
て、地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の活用ができるよう
包括的認定を受け、引き続き「日本一住みよいまち・元気なまち」
を目指すもの。

計画本文

岐阜県羽島郡岐南町の全域

今後予想される人口減少抑制のために、“活かすべき強み”や
“解決すべき課題”を整理した、本町の「目指すべき将来の方向
(①夢や希望がかない誰もが生き生きと暮らせるまち、②住みや
すさと働きやすさが共存するまち、③交通の要所を発展させたひ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
ととものの交流拠点としてのまち、④すべての世代が安らぎを得 連する寄附を行った法人に対する特例
られるまち)」を基に、「ぎなんで育む！」、「ぎなんで働く！」、「ぎな
んで交わる！」、「ぎなんで安らぐ！」の基本目標を掲げ、まちづく
りを推進します。

計画本文

計画本文
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93

94

岐阜県

岐阜県

岐阜県

岐阜県山県市

岐阜県本巣市

岐阜県羽島郡岐南町

山県市まち・ひと・しごと創生推進計画

本巣市まち・ひと・しごと創生推進計画

岐南町まち・ひと・しごと創生推進計画

95

岐阜県

岐阜県安八郡安八町

まち・ひと・しごと創生 安八町総合戦略
岐阜県安八郡安八町の全域
推進計画

まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標である、「地方におけ
る安定した雇用を創出する」「地方への新しい人の流れをつくる」
「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」「時代に合った地域をつく
り、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する」「広域連 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
携による魅力あるまちを創生する」を通して、人口減少や少子高 連する寄附を行った法人に対する特例
齢化による地域経済縮小等の課題解決を図り、安八町第五次総
合計画の「若者や子どもたちを優しく包摂するまち」の実現を目指
します。

96

岐阜県

岐阜県加茂郡八百津町

八百津町まち・ひと・しごと創生推進計画 岐阜県加茂郡八百津町の全域

人口減少が進む本町において人口流出や少子高齢化に歯止め
をかけるため、第2期八百津町まち・ひと・しごと創生推進戦略に
より、4つの基本目標「八百津に呼び込む」「八百津で稼ぐ」「人を
育む」「安心をつくり・まちをつなぐ」に基づいて実施される事業に
数値目標を設定しその達成を目指して施策を推進していく。

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

静岡市まち・ひと・しごと創生推進計画

静岡市の全域

「人口活力の維持及び持続可能なまちの実現」に向け、国の「東
京圏への一極集中の是正」のもと進める各種施策に呼応した移
住・定住策に取り組むことに加え、まちに賑わいをもたらす「交流
人口」や、国が新たに提唱する「関係人口」の概念も取り入れなが まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
ら、人口活力の維持に取り組んでいく。さらには、ＳＤＧｓが追求す 連する寄附を行った法人に対する特例
る「将来にわたっての持続可能性」の確保にも資する未来技術へ
の対応等にも積極的に取り組み、グローバルをローカルに引き寄
せ、いわゆるグローカルな地方創生を目指していく。

計画本文

静岡県三島市の全域

本市の人口は2005年をピークに減少を続けている状況であり、人
口減少に伴う課題に対処し、社会減、自然減に歯止めをかけるた
め、①三島市にしごとをつくり、安心して働けるようにする、②三島
市への新しいひとの流れをつくる、③若い世代の結婚・出産・子育 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
ての希望をかなえる、④時代に合った魅力的なまちをつくる、と
いった基本目標に沿った事業を実施することで、若い世代の結
婚・出産・子育ての希望をかなえる取り組みなどにより選ばれる都
市を目指し、生産年齢人口の増加を図る。

計画本文
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静岡県

静岡県

静岡市

静岡県三島市

三島市まち・ひと・しごと創生推進計画

第58回認定（令和２年11月６日認定分） 地域再生計画の概要
番号
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100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

都道府県名

静岡県

静岡県

静岡県

静岡県

静岡県

静岡県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

作成主体名
（地方公共団体名）

静岡県袋井市

静岡県湖西市

静岡県御前崎市

静岡県菊川市

静岡県牧之原市

静岡県駿東郡清水町

愛知県豊川市

愛知県豊田市

愛知県蒲郡市

愛知県犬山市

愛知県常滑市

愛知県豊明市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域

地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

輝く”ふくろい”まち・ひと・しごと創生推進
静岡県袋井市の全域
計画

人口減少の克服や地域経済の活性化による地方創生を目的と
し、①人口の増加を下支えしている外国人市民との共生、②子育
て世代の定住推進策の強化や人生100年時代を見据えた地域づ
くりの一層の推進、③Society5.0など新たな時代の流れを力にす
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
る地域や産業の構築、④成熟社会における地方での暮らしの「豊
連する寄附を行った法人に対する特例
かさ」を実感する文化・芸術面等の充実強化などの課題に対応す
るため、「教育」、「産業・就労」、「コミュニティ」をテーマとした分野
横断的な取組に挑戦し、「誰もが生涯暮らし続けられるまち」を目
指す。

計画本文

湖西市まち・ひと・しごと創生推進計画

湖西市では、2005年をピークに人口減少となっており、少子高
齢化と生産年齢人口の減少が一層顕著になることが予想され、こ
うした人口構造の変化により、地域経済や消費活動の縮小、医
療・福祉分野の人材不足、社会保障費の増大等を招くことが懸念
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
される。
連する寄附を行った法人に対する特例
このような課題を解決するため、市民の結婚・妊娠・出産・子育
ての希望の実現を図り自然増につなげる。また、移住・定住を促
進するとともに、安定した雇用の創出等を通じて、社会減に歯止
めをかけ、持続可能なまちづくりを行う。

計画本文

御前崎市まち・ひと・しごと創生推進計画 静岡県御前崎市の全域

御前崎市の総人口は、国勢調査によると平成12（2000）年の
36,059人をピークに減少に転じており、出生数の減少や進学・結
婚等を機とした若者の市外への転出対策が重要な課題となって
いる。
これらの課題に対応するため、若い世代の結婚・出産・子育ての
希望の実現を目指し、経済的な支援や体制の整備を実施すると
ともに、移住・定住の促進及び関係人口の拡大を図り、安定した
雇用の維持や女性の雇用機会の更なる創出など、魅力ある働く
場所づくりを通じて地方創生の取組を推進する。

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

菊川市まち・ひと・しごと創生推進計画

人口減少や少子高齢化が今後進むことにより、地域の担い手不
足や適正なコミュニティの維持が困難となり、地域における支え合
いや地域活動・活力の維持に課題が生じるほか、地域産業にお
ける人材不足が顕著となり、立地企業の域外への流出や、地域 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
に根付いた商工業の事業存続が危ぶまれる。
連する寄附を行った法人に対する特例
これらの課題に対応するため、移動率を改善して出生率を高める
とともに、「まち」「ひと」「しごと」を好循環させ、人口減少の抑制と
市の魅力向上につながる戦略・施策を推進する。

計画本文

牧之原市まち・ひと・しごと創生推進計画 静岡県牧之原市の全域

牧之原市では、特に日本人の若者世代の女性の人口流出が急
激に進んでおり、早期に歯止めをかける必要がある。製造業の集
積や豊富な地域資源がある強みを活かして、若者が豊かで満足
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
度の高い暮らしがおくれる住環境の実現や、快適さと安全安心を
連する寄附を行った法人に対する特例
備えた活力ある拠点の創出、効率的で持続可能な自治体・地域
運営について３つの基本目標を掲げ、出生数と転入数の増加を
図り、将来にわたって暮らしやすいまちづくりを進める。

計画本文

清水町まち･ひと･しごと創生推進計画

静岡県駿東郡清水町の全域

「しごと」の創出が「ひと」を呼び込み、「ひと」が「しごと」を呼び、そ
の循環が「まち」をつくるという好循環を生み出すことで人口減少
の克服に繋げるため、
①生活や出産・子育てに良好な環境を整え、県内や首都圏等か まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
らの人口流入ならびに町内への定住を促すことで、住宅都市とし 連する寄附を行った法人に対する特例
ての成長を目指す。
②雇用や経済の担い手となる企業等の活性化により、地域の活
力を高めるとともに人口流入の基盤を整える。

計画本文

愛知県豊川市の全域

未婚率を低減しつつ、出生率の向上を図る子育て施策などを強
化するとともに、雇用の場の創出、魅力的な住環境の形成などを
図りながら、移住・定住を促進する施策の強化を行うため、次の
基本目標を掲げ、その達成を図る。
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
基本目標１ しごとづくり
連する寄附を行った法人に対する特例
基本目標２ ひとの流れづくり
基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえ、誰もが活躍でき
る地域社会づくり
基本目標４ 安全で快適に暮らせるまちづくり」

計画本文

愛知県豊田市の全域

今後、本市においても超高齢社会や人口減少局面を迎え、人口
構造の大きな変化が予測される。加えて、産業面においても国内
市場の縮小などによる構造変化といったリスクが存在する。それ
らの課題に対応するため、社会の変化に対応した強い産業を維 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
持し、都市と山村地域を生かした新産業創出等により新たな人の 連する寄附を行った法人に対する特例
流れや循環をつくり、豊田市で暮らすことの豊かさや魅力を生み
出すことで、特に若者が本市で暮らし、世代を超えて住み続けた
いと思うまちをめざす。

計画本文

愛知県蒲郡市の全域

人口減少を始め、市内の事業所数、従業員数が減少しており、地
域経済の衰退が懸念されている。このような中、蒲郡市まち・ひ
と・しごと創生総合戦略で定めている「子育て世代の希望をかなえ
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
るまちづくり戦略」「 活力あるまち、しごとづくり戦略」、「新しい人
連する寄附を行った法人に対する特例
の流れづくり戦略」、「時代にあった地域づくり戦略」を総合的に底
上げを図ることで、地域産業の活性化に繋げ、安定した雇用の創
出、移住・定住を促進し、人口減少に歯止めをかける。

計画本文

愛知県犬山市の全域

本市は、平成21年をピークに、人口は減少傾向に転じ、若年世代
の流出、晩婚化、晩産化の進展に伴う出生率の低下も見られる。
地域の経済も縮小傾向であり、このまま何も手を打たなければ、
将来の本市を支える子どもたちに安心できる未来を残すことがで 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
きない。
こうした現状を打開し、人口減少と経済の縮小を改善するため、
「第2期いいね！いぬやま総合戦略」に基づく地方創生に資する
事業を推進する。

計画本文

愛知県常滑市の全域

本市の人口は、基幹産業の窯業の衰退にともない1978年をピー
クに減少し、愛知県内でいち早く少子高齢化が加速する地域と
なっていたが、2005年の中部国際空港の開港をきっかけに大きく
変わり、大幅な社会増や子育て世代の流入による出生の増加に
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
より人口が増加している。しかし今後は自然減が拡大し、本市の
連する寄附を行った法人に対する特例
人口も減少に転ずるものと予測され、人口が減少に転じると、地
域コミュニティの維持が困難になる地区も生じると考えられ、人口
減少に歯止めをかけるために「自然増」と「社会増」につながる施
策を同時に行っていく。

計画本文

愛知県豊明市の全域

人口減少を抑制し、将来にわたって活力のある地域社会を維持
するために「豊明市人口ビジョン・まちひと・しごと創生総合戦略」
に掲げた4つの基本目標に基づき、地方創生を進めていくため、
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
次の事業を実施します。
連する寄附を行った法人に対する特例
「しごと創生プロジェクト事業」
「ひとが集うまち創生プロジェクト事業」
「子どもの学びと育ち創生プロジェクト事業」
「暮らしの満足創生プロジェクト事業」

計画本文

計画本文

計画本文

豊川市まち・ひと・しごと創生推進計画

豊田市まち・ひと・しごと創生推進計画

蒲郡市まち・ひと・しごと創生推進計画

犬山市まち・ひと・しごと創生推進計画

常滑市まち・ひと・しごと創生推進計画

豊明市まち・ひと・しごと創生推進計画

静岡県湖西市の全域

静岡県菊川市の全域

111

三重県

三重県尾鷲市

尾鷲市まち・ひと・しごと創生推進計画

三重県尾鷲市の全域

急速な少子・高齢化、過疎化が進展するなかで、「安全・安心
に」暮らすことができる環境づくりが必要不可欠であり、本市として
も「住みたい・住み続けたいまち」であるために様々な事業を展開
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
しております。その中でも、特に、「新しいひとの流れをつくる」た
連する寄附を行った法人に対する特例
めに、中部電力尾鷲三田火力発電所跡地（63.4万㎡）を活用した
「おわせＳＥＡモデル構想」の実現による地域活性化を目指してい
ます。

112

三重県

三重県伊賀市

伊賀市まち・ひと・しごと創生推進計画

三重県伊賀市の全域

本市の人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって活力ある社
会を維持していくために、「しごと」の創出と「ひと」の定住・流入の
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
好循環が生まれる「まち」づくりを実現し、ライフシーン、ライフス
連する寄附を行った法人に対する特例
テージごとの切れ目ない支援と戦略的なシティプロモーションを推
進し、交流人口の増加や移住の促進を図る。

第58回認定（令和２年11月６日認定分） 地域再生計画の概要
番号

都道府県名

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

地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

113

三重県

三重県多気郡明和町

明和町まち・ひと・しごと創生推進計画

三重県多気郡明和町の全域

明和町まち・ひと・しごと創生事業として、①活力ある元気なまち
づくり事業、②住みたいと思うまちづくり事業、③一貫した子育て
施策のあるまちづくり事業、④町の特色を活かしたまちづくり事業
の４つの事業を中心に町の特性を活かして、地域及び産業等を
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
活性化し、住みやすいまちづくりを目指す。その中で県内外から
連する寄附を行った法人に対する特例
移住者を呼び込み、定住していただく、また、観光客を増やすた
めに明和町の魅力等を積極的に発信して交流・関係人口の増加
を図る。その他、ソフト・ハード両面で安心安全な地域づくりを推進
していく。

114

三重県

三重県多気郡大台町

大台町まち・ひと・しごと創生推進計画

三重県多気郡大台町の全域

ユネスコエコパークに認定されている本町の豊かな地域資源の
活用などによる魅力あるしごと創り、恵まれた環境を活かした子
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
育て支援、豊かな自然、観光資源の活用による観光誘客及び関
連する寄附を行った法人に対する特例
係人口の創出、人口減少は避けられない当町の将来像を見据え
た地域づくりにより、自然との共生を図る取り組みを推進します。

計画本文

計画本文

計画本文

115

滋賀県

滋賀県甲賀市

甲賀市まち・ひと・しごと創生推進計画

滋賀県甲賀市の全域

甲賀市では、人口減少と少子高齢化がこれまでと同様に推移した
場合、令和４２年（２０６０年）の人口は５９，０００人余りと推計され
ており、都市としての利便性の低下が、人口減少をさらに加速さ
せる恐れがあります。
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
これらの人口減少と少子高齢化の流れを抑止するために、「しご 連する寄附を行った法人に対する特例
と」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立す
るとともに、その好循環を支える「まち」に活力を取り戻す地域づく
りを進めるものとします。

116

滋賀県

滋賀県愛知郡愛荘町

愛荘町みらい創生計画

滋賀県愛知郡愛荘町の全域

本町が抱える諸課題に対応するため、「新しい時代の流れを力に
する」、「人材を育て活かし、誰もが活躍できる地域社会をつく
る」、「地域経営の視点で取り組み、ひと・資金の流れを強化する」 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
の３つの基本的視点により、今後10年、20年という長期を見据え 連する寄附を行った法人に対する特例
た効率的かつ持続可能なまちづくりを実現するため、愛荘町みら
い創生戦略に掲げる４つ基本目標の達成を図るもの。

計画本文

計画本文

117

大阪府

堺市

堺市まち・ひと・しごと創生推進計画

堺市の全域

本市の総人口は、2010年の84.2万人をピークに減少傾向となって
おり、65歳以上人口は、2020年に年少人口を上回って以降は増
加傾向が続いており、生産年齢人口と年少人口は減少傾向で推
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
移している。このようななかで、堺が持続的に発展していくため
連する寄附を行った法人に対する特例
に、市民、企業、行政がそれぞれの役割を担いながら連携し、一
体となることにより本市の潜在力を発揮して、「人口減少の問題の
克服」と「成長力の確保」の実現を図る。

118

大阪府

大阪府吹田市

吹田市まち・ひと・しごと創生推進計画

大阪府吹田市の全域

将来の人口減少に備え、市民が安心して暮らし、働き、出産・子
育ての希望をかなえることができる環境を整備するため、①【企業
が成長し、地域経済に元気をもたらすまち】、②【「住む」「楽しむ」
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
新たな魅力が見つかるまち】、③【就職・子育ての希望がかない、
連する寄附を行った法人に対する特例
未来を担う人材が育つまち】、④【誰もが安心して暮らせる「幸齢
社会」が実現するまち】を基本目標として掲げ、まち・ひと・しごと
創生を目指すものです。

計画本文

大阪府八尾市の全域

継続する人口減少の状況に歯止めをかけるため、基本目標に掲
げる「地域の多様性を尊重したまちづくりが進み、安全・安心に暮
らせるまち」、「みんなの健康をみんなで守る健康づくりのまち」、
「若い世代が自分の将来を見つめ学び、ライフプランが実現でき まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
るまち」、「女性が培ってきた能力や経験を活かし、地域や職場で 連する寄附を行った法人に対する特例
活躍できるまち」、「身近なしごとの場が充実する、未来志向の産
業振興をめざすまち」、「「にぎわい」にあふれ、いつまでも住みつ
づけたい魅力あるまち」の実現のための取り組みを進める。

計画本文

大阪府豊能郡豊能町の全域

若年層が選びやすい環境をつくる・「住みたくなる」子育て環境を
つくる・地域の資源をしごととお金にかえる・避けることができない
未来にそなえるを基本目標として、人口減少に歯止めをかけるた
めの取り組みとともに、避けることができない人口減少・超高齢社 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
会にしっかりと対応するための取り組みを両輪として進め、新たな 連する寄附を行った法人に対する特例
社会構造の構築と魅力の創出により、地域社会を持続させること
で、「厳しく困難な未来」を変え、持続可能なまち・豊能の実現をめ
ざす。

計画本文

兵庫県尼崎市の全域

本市は若い世代の転入超過が顕著である一方、子育て世代の転
出が続いており、また、将来的には全国同様少子化の影響で人
口が減少する見込である。
このような状況を踏まえ、本市では持続可能なまちづくりに向け、 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
「ファミリー世帯の定住転入を促進する」「経済の好循環と「しごと」 連する寄附を行った法人に対する特例
の安定を目指す」「超高齢社会における安心な暮らしを確保する」
という３つの基本目標を設定し、効果的・効率的な施策の推進を
図る。

計画本文

兵庫県明石市の全域

明石市では、全国的に少子高齢化が進展する中において、こども
を重視した積極的な施策展開などにより、2013年（平成25年）の
290,909人から増加に転じ、2019（令和元）年では299,094人とな
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
り、増加傾向が続いている。
近年の人口増加に効果のみられる「明石市第5次長期総合計画」 連する寄附を行った法人に対する特例
に基づく「こどもを核とした施策」の方向性を維持し、「暮らしやす
さ」を重視した「住みたい、住み続けたい」と思われる『選ばれるま
ち』に向けて、総合的かつ継続的な施策を推進していく。

計画本文

奈良市の全域

人口減少及び少子化がもたらす人口構造の変化は、市民生活や
地域経済をはじめ、地域のコミュニティ、行財政など本市のまち・
ひと・しごとに様々な影響を及ぼす。そこで人口減少及び少子化
を抑制するため、住民の結婚、妊娠、出産、子育ての希望の実現
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
による自然増減の改善、転出抑制・転入促進による社会増減の
連する寄附を行った法人に対する特例
改善を目指す。一方、人口減少及び少子化が即座に改善するこ
とは考えにくいことから、人口減少や少子化が進む中でも本市の
まち・ひと・しごとの活性が持続するよう、効果的・効率的な社会シ
ステムの再構築も併せて進める。

計画本文

計画本文

119

120

121

122

123

124

大阪府

大阪府

兵庫県

兵庫県

奈良県

奈良県

大阪府八尾市

大阪府豊能郡豊能町

兵庫県尼崎市

兵庫県明石市

奈良市

八尾市まち・ひと・しごと創生推進計画

豊能町まち・ひと・しごと創生推進計画

尼崎市まち・ひと・しごと創生推進計画

明石市まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良市まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県大和高田市

大和高田市まち・ひと・しごと創生推進計
奈良県大和高田市の全域
画

少子高齢化による人口減少の進行がより顕著に表われている本
市において、その抑制を図ることを目的とし、要因となる課題に対
応するため、企業版ふるさと納税を活用し「大和高田市人口ビジョ
ン」を基に、基本目標として掲げた「本市における安定した雇用を まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
創出する」「大和高田への新しいひとの流れをつくる」「若い世代 連する寄附を行った法人に対する特例
の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」「地域が連携し、安心し
て暮らせるまちをつくる」に資する事業を推進し「みんなが笑顔に
なる、みんなが笑顔で暮らせる」持続可能なまちづくりを進める。

転出超過や合計特殊出生率の低減の中で、総人口が減少し、行
政運営の維持が困難になる時代の到来に対応するため、「①既
存事業者の経営安定化と新規起業チャレンジ等により雇用を創
出する」、「②職住近接や多世代住居・近居住居、生活環境の確 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
保により定住者を増やす」、「③結婚・出産・子育てしたいと思われ 連する寄附を行った法人に対する特例
る環境を構築する」、「④時代に合った安全・安心な地域づくりと地
域資源の有効活用により好循環を導く」を目標に、地方創生の充
実に取り組む。

計画本文

「橿原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる基本理念「みん
な 活躍するまち・かしはら」達成に向けて、「地域の特性を活かし
たしごとをつくる」「新たな人の流れや交流を増やす」「若い世代の まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえる」「安心して便利に暮ら 連する寄附を行った法人に対する特例
せるまちをつくる」の４つの基本目標達成を図り、合計特殊出生率
の改善や人口流出の抑制を目指す。

計画本文

125

奈良県

奈良県大和郡山市

大和郡山市まち・ひと・しごと創生推進計
奈良県大和郡山市の全域
画

126

奈良県

奈良県橿原市

橿原市まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県橿原市の全域

第58回認定（令和２年11月６日認定分） 地域再生計画の概要
番号

都道府県名

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

地域再生計画の概要

人口減少や少子高齢化が進行するにつれ、地域産業、経済の不
活性、また地域コミュニティの維持困難など、多くの課題を含む非
常に厳しい現状がある中、課題を市名のちなみ五つに整理した上
で、それぞれに対応する基本目標及び目標値を設定し、取組みを
進める。
127

奈良県

奈良県五條市

五條市まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県五條市の全域
一
二
三
四
五

子どもを育てたいまちをつくる
安心して定住できるまちをつくる
地域資源を活かした産業のまちをつくる
南部地域の交流拠点となるまちをつくる
すべての人が社会参加するまちをつくる

活用する支援措置

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

計画本文

128

奈良県

奈良県御所市

御所市まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県御所市の全域

本市では①「みんなが安心して暮らし続けられるまちづくり」②「若
い世代の人も暮らしたいと感じられるまちづくり」③「地域資源を活
用した、魅力的なまちづくり」の３つを基本目標とする「御所市第２
次まち・ひと・しごと創生総合戦略」を令和２年３月に策定しまし
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
た。
連する寄附を行った法人に対する特例
人口減少や少子高齢化の課題に対応し、グローバル化や先進的
技術の導入など新たな時代の流れを取り入れた発展的な市の形
成と持続可能なまちづくりを推進していきます。
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奈良県

奈良県葛城市

葛城市まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県葛城市の全域

葛城市第２期総合戦略に掲げる「住みよいまち」の実現に向け
て、基本目標「子育てに係る各種支援・取組を通じた人口増加（移
住支援）」「観光業を基幹とした産業の振興（集客支援）」「地域コ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
ミュニティの強化を通じた地域の紐帯の強化（定住支援）」の達成 連する寄附を行った法人に対する特例
を図ることで、「葛城市人口ビジョン」の将来人口目標の実現を目
指す。

計画本文
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奈良県

奈良県宇陀市

宇陀市まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県宇陀市の全域

新しくチャレンジする事業への支援・産業情報や特産品のＰＲや、
若年層が減少していることから、本地域の積極的な魅力発信、空
き家の活用による移住定住の促進や若者の雇用の場の確保、結 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
婚・出産・子育ての切れ目のない支援をはじめとする少子化対策 連する寄附を行った法人に対する特例
などを実施するとともに、高齢者の生きがいづくりをはじめとする
高齢者対策など、包括的に図っていく。

計画本文

奈良県山辺郡山添村の全域

山添村が未来に続いていくためには、若い世代の定住を促進し、
出産・子育てしやすい環境をつくるとともに、働きやすく、暮らしや
すい村づくりが求められている。こうした施策を推進し、未来へと
受け継がれていく村づくりをめざして「小さくても輝き みなさんと共 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
に「いい村」づくり」を基本理念と定め、「災害に強い村づくり」、「生 連する寄附を行った法人に対する特例
活のしやすい村づくり」、「教育・福祉と健康の村づくり」、「農林業
商工業の振興」、「観光力アップ」という5つの基本的視点により地
方創生の施策を戦略的に推進する計画。

計画本文

計画本文
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奈良県

奈良県山辺郡山添村

やまぞえ未来創生推進計画
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奈良県

奈良県生駒郡平群町

平群町まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県生駒郡平群町の全域

人口減少・少子高齢化に対応するため、自然と歴史の豊かな本
町の地域資源を最大限に活かし、雇用の創出と起業支援に取り
組むとともに、若者・ファミリー層が住みやすい住宅供給の促進に
取り組む。そして、快適、安心な暮らしを求め、子どもたちを健や まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
かに育てたいと願う若者・ファミリー層の希望の実現を図り、自然 連する寄附を行った法人に対する特例
増につなげる。また、移住を促進するとともに、安定した雇用の創
出や地域を守り活性化するまちづくり等を通じて、社会減に歯止
めをかける。
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奈良県

奈良県生駒郡斑鳩町

斑鳩町まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県生駒郡斑鳩町の全域

「元気な“斑鳩っ子”を増やすための支援」「“世界遺産 法隆寺”
を核としたにぎわいと活力の創出」「選ばれ続ける“斑鳩の里”づく
り」という３つの基本目標の達成をめざすことで、「斑鳩町人口ビ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
ジョン」に掲げる2060年に21,500人程度の人口規模を達成し、住 連する寄附を行った法人に対する特例
民がくらし続けたいと感じるまちづくりや、地域経済の活性化や雇
用拡大をはかる。

計画本文

奈良県生駒郡安堵町の全域

本町の人口は、国勢調査では平成7年の8,941人をピークに、都
市部への人口流出、少子高齢化により平成27年には7,443人と
なっており、今もなお、人口減少に歯止めがかからない状態となっ
ている。これらは消費市場の縮小だけでなく、雇用の場での人材 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
不足も生じ、地域経済を低下させている。また、福祉・医療制度の 連する寄附を行った法人に対する特例
不安、現役世代の負担増など世代間の不公平も生じさせている。
これらを解決し、地域に活力を与えるため「ひと・まちが輝き 生涯
快適に暮らせるまち」を目標に各種事業に取り組む。

計画本文

計画本文
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奈良県

奈良県生駒郡安堵町

安堵町まち・ひと・しごと創生推進計画
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奈良県

奈良県宇陀郡御杖村

御杖村まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県宇陀郡御杖村の全域

本村は農林業を基幹産業とする農山村地域として発展をとげてき
たが、近年は農林業の不振が地元への就労離れの要因となり、
若年層を中心に都市への人口流出が加速して地域経済は活力を
失った。こうした人口減少により派生する地域経済の縮小や地域
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
活力の低下といった負の循環に歯止めをかけるため、本村の資
連する寄附を行った法人に対する特例
源を最大限に活用し地場産品の生産拡大や特産品の開発による
産業振興及び雇用創出への取組や交流人口の拡大や移住の促
進、子育て支援や教育の充実等に取り組み、地域経済力の向上
と地域活力の維持・向上を図ることをめざす。
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奈良県

奈良県高市郡高取町

高取町まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県高市郡高取町の全域

誰もが居場所と役割のあるコミュニティを作ることで、町の将来像
である町民一人一人が輝くまちを目指す。
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
・基本目標１ 安心して子育てができるまち
連する寄附を行った法人に対する特例
・基本目標２ 心豊かに、人が支え合い暮らせるまち
・基本目標３ 訪れたくなるまち、住みたくなるまち
・基本目標４ 産業振興により活力あるまち

計画本文

計画本文
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奈良県

奈良県北葛城郡上牧町

上牧町まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県北葛城郡上牧町の全域

本町では、社会経済環境等の時代潮流の変化や高度化・複雑化
する町民のニーズを捉え、それらに的確に対応していくため、平
成29年にその指針となる最上位計画「上牧町第5次総合計画」を
策定していますが、本地域再生計画は、総合計画に掲げる将来 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
像「ほほ笑みあふれる和のまちづくり」の実現に向けて、町民・事 連する寄附を行った法人に対する特例
業者・議会・行政などの多様な主体が連携を図りながら、本町の
地域特性や実情に応じた人口減少対策と効果的で持続可能な
「協働のまちづくり」の推進を目的とするものです。
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奈良県

奈良県北葛城郡広陵町

広陵町まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県北葛城郡広陵町の全域

広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく４つの基本目標(①
住み続けたくなるまちづくり、②結婚・出産・子育ての希望をかな
えるまちづくり、③活力あふれるまちづくり、④地域と地域を連携 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
するまちづくり）を中心として、地方創生、地域活性化に係る事業 連する寄附を行った法人に対する特例
を推進し、かつ自立した自治体経営を推進できる体制づくりを構
築する。

計画本文
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奈良県

奈良県吉野郡下市町

下市町まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県吉野郡下市町の全域

下市町総合戦略の基本目標である、「地域が連携し、安心して暮
らし、助け合えるまちをつくる事業」、「下市町への新しいひとの流
れを創出する事業」、「結婚・妊娠・出産・子育ての希望を実現す まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
る事業」、「下市町における安定した雇用を創出する事業」を通し 連する寄附を行った法人に対する特例
て、住みやすさの向上を図り、人口減少に歯止めをかけ、将来に
わたって活力のある社会維持を図ります。

計画本文

本村の総人口は449人(2015年国勢調査)と、奈良県内の市町村
の中で最も少なく、国立社会保証・人口問題研究所によると令和
42年には人口が61人まで減少する見込みである。
本村では、人口減少に歯止めをかけることを最重要課題と位置づ
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
け、快適で安全・安心な生活基盤・生活環境づくりをはじめ、様々
連する寄附を行った法人に対する特例
な分野における取り組みを一体的に進めるため、「地方版総合戦
略の基本戦略」を策定した。
本計画に基づき、すべての村民が夢と希望を持つことができるむ
らづくりを目指す。

計画本文
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奈良県

奈良県吉野郡野迫川村

野迫川村まち・ひと・しごと創生推進計画 奈良県吉野郡野迫川村の全域

第58回認定（令和２年11月６日認定分） 地域再生計画の概要
番号
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都道府県名

奈良県

作成主体名
（地方公共団体名）

奈良県吉野郡十津川村

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域

地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

十津川村まち・ひと・しごと創生推進計画 奈良県吉野郡十津川村の全域

本計画において次の３つの基本目標を掲げ、村民の方が最後ま
で安心して暮らし続けることができる村づくりや雇用の創出を進
め、本村出身の方や村の暮らしに魅力を感じる方を全国から呼び
込んでいき、村の活性化と移住定住の促進の好循環づくりに取り まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
組みます。
連する寄附を行った法人に対する特例
・基本目標１ むら創生
・基本目標２ ひと創生
・基本目標３ しごと創生

計画本文

計画本文
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奈良県

奈良県吉野郡下北山村

下北山村まち・ひと・しごと創生推進計画 奈良県吉野郡下北山村の全域

高齢化と人口減少が急激に進行するなか、本村に求められるの
は、地域づくりを担う人材の確保育成と、移住促進である。
地方創生推進交付金を活用し、基幹産業である林業の活性化、
空き家の利活用推進を行い、雇用の場と移住の受け入れ基盤を まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
整える。また、本村固有の地域資源を活かした魅力発信を行い、 連する寄附を行った法人に対する特例
本村への関心層をつくり、地域づくり人材の基盤を整える。これら
の事業を複合的に組み合わせた地域コミュニティの活性化を図
る。
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奈良県

奈良県吉野郡上北山村

上北山村まち・ひと・しごと創生推進計画 奈良県吉野郡上北山村の全域

本村は1955年の2543人が人口のピークで、その後ほぼ減少の一
途をたどっている。出生数が死亡数を下回る自然減の状態になっ
ていることや、本村の基幹産業である林業の衰退等に伴う、雇用
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
の機会の減少により転出超過が続いていることが原因と考えられ
連する寄附を行った法人に対する特例
る。この課題に対応するため4つの基本目標を掲げ、「かみきた
ファンが行き交い、村民がいきいきと暮らす村づくり」に取り組み、
社会減に歯止めをかける。

計画本文

川上村まち・ひと・しごと創生推進計画

人口減少や少子高齢化の進行により懸念される、日常生活の維
持の困難や、本村の基幹産業である林業の衰退等の問題解決に
向け、①「人」分野、②「仕事」分野、③「子育て・教育」分野、④
「暮らし」分野、⑤４分野横断 といった基本目標及び横断的目標 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
を掲げ、「子どもを産み・育てやすい」等をはじめ、村民が転居せ 連する寄附を行った法人に対する特例
ずに住み続けられる村づくりを進めるとともに、村民と連携のも
と、各々の基本目標を達成するための取り組みを推進し、本村の
基本理念である「都市にはない豊かなくらし」の実現を目指す。

計画本文

東吉野村笑顔あふれる木と水のふるさと
奈良県吉野郡東吉野村の全域
創生推進計画

戦前生まれや団塊の世代の減少、少子化が進む中、村の活力低
下を初めとする人口減少による様々な課題に対応するため、「生
活を支える雇用を創出する」「都市と地方のつながりを築き、移
住・交流を促進し、新しい人の流れをつくる」「若い世代の結婚・出
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
産・子育ての希望をかなえる」「人々が集う魅力的な地域をつくり、
連する寄附を行った法人に対する特例
互いに支えあう暮らしやすい村をつくる」の４つの基本目標を掲
げ、活力ある村を維持するためにも、村での雇用を創出し転出を
抑制するとともに、子育てしやすい村づくりを進め、出生率の向上
と若い世代の移住を促進する。

計画本文

橋本市まち・ひと・しごと創生推進計画

和歌山県橋本市の全域

結婚・妊娠・出産・子育てなどの若い世代の希望をかなえ、出生
率の向上による自然動態の改善を図る。また、しごとの量や質の
確保、観光などの交流・関係人口の獲得、生活や住環境の充実、
橋本市への愛着や郷土愛を育てるなど、「住んでよかった、住み まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
たくなる橋本市」を目指すことによって社会動態の改善を図る。こ 連する寄附を行った法人に対する特例
れらにより人口減少にブレーキをかけ、２０６０年に４７，０００人を
確保することを目指し、持続的で活力のある「元気なまち 橋本
市」の創生に取り組む。

計画本文

和歌山県御坊市の全域

人口減少の進行や少子高齢化に伴う人口構造の変化は、地域経
済の規模縮小や担い手不足を招くだけでなく、地域コミュニティの
衰退など日常生活に大きな影響を与えることが想定され、早急な
対策が必要である。これらの課題に対応するため４つの事業（ア． まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
安定した雇用を創るまちづくり事業、イ．新しいひとの流れをつくる 連する寄附を行った法人に対する特例
まちづくり事業、ウ．結婚・出産・子育ての希望をかなえるまちづく
り事業、エ．時代に合った地域をつくるまちづくり事業）を行い、人
口減少に歯止めをかける

計画本文

和歌山県新宮市の全域

第２期新宮市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる、①「産業
の振興による安定した雇用の確保」、②「まちの魅力を発信し、新
しい人の流れをつくる」、③「きれ目のない支援による子どもを産
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
み育てやすい環境づくり」、④「人にやさしく、安全で安心できるコ
連する寄附を行った法人に対する特例
ミュニティの形成」の４つの基本目標の達成により、人口減少を抑
制し、将来にわたって安全・安心に住み続けられる地域を維持で
きるまちづくりを展開する。

計画本文

和歌山県有田郡広川町の全域

本町の人口は昭和時代の9千人台をピークにそれ以降減少を続
けている。人口減少は、町の存続や行政サービスの維持・確保の
上でも最大の障害であり、今後の本町の存続にまでかかわってく
る最重要課題である。そのため、「第２次稲むらの火のまち創生
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
総合戦略」に基づき、５つの基本目標「梧陵翁の意を継ぎ雇用を
連する寄附を行った法人に対する特例
創出する」、「梧陵翁の意を継ぎみんなを故郷に留める」、「梧陵
翁の意を継ぎ子どもたちを育む」、「梧陵翁の意を継ぎ故郷を守
る」、「梧陵翁の意を継ぎ協働の故郷を築く」を掲げ、人口減少に
歯止めをかけたまちづくりを目指す。

計画本文

計画本文

144

145

146

147

148

149

奈良県

奈良県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

奈良県吉野郡川上村

奈良県吉野郡東吉野村

和歌山県橋本市

和歌山県御坊市

和歌山県新宮市

和歌山県有田郡広川町

御坊市まち・ひと・しごと創生推進計画

新宮市まち・ひと・しごと創生推進計画

広川町まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県吉野郡川上村の全域

150

和歌山県

和歌山県有田郡有田川町

有田川町まち・ひと・しごと創生推進計画 和歌山県有田郡有田川町の全域

有田川町の人口は出生数の減少や、基幹産業である農林業の衰
退により若者が町外へ流出したことにより、昭和30年の41,529人
から平成27年の26,361人まで落ち込んでおり、今後も減少すると
推計されている。これらの人口減少に歯止めをかけるため「女性 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
が住みたいまちづくり」「地域の魅力を活かした住民主体のまちづ 連する寄附を行った法人に対する特例
くり」「ずっと住みたいまちづくり(交流から定住へ)」の基本目標に
基づいた施策を推進し、将来にわたって安心して暮らせるまちづく
りを推進する。

151

和歌山県

和歌山県日高郡みなべ町

みなべ町まち・ひと・しごと創生推進計画 和歌山県日高郡みなべ町の全域

みなべ町の総人口は2020年現在、減少傾向にあり、特に、少子
高齢化は今後も進行していくことが予想されます。
このまま人口減少が進行すると、町の基幹産業であるうめ産業や まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
コミュニティ活動等の活力を衰退させ、安定した生活・暮らしその 連する寄附を行った法人に対する特例
ものの存在を脅かす事態となることが危惧されるため、４つの基
本目標を掲げ、人口減少に歯止めをかけるものとします。

計画本文

152

和歌山県

和歌山県東牟婁郡太地町

太地町まち・ひと・しごと創生推進計画

和歌山県東牟婁郡太地町の全域

・くじらを核とした産業振興で「豊かで活力あるまち」づくりを創造
する事業
・地域資源・伝統を活かし「魅力あるまち」を創造する事業
・子育て世代が「住んでみたい」と思うまちを創造する事業
・安全安心な暮らしを実現する事業
・くじらと自然公園のまちづくりを推進する事業

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

鳥取県倉吉市の全域

人口減少・少子高齢化の課題に対応していくため、「人財の育み」
を視点に据え、“人”を生涯にわたり育成し、かけがえのない「人
財」とし、この「人財」が活躍できる場を創出し、「人財」が世代を超
えてつながり、持続的に「人財」を育成することで、魅力的なまち まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
（地域）を創造する。「人財」が仕事を呼び、仕事が人材を呼び、ま 連する寄附を行った法人に対する特例
た「人財」に成長していく。これを続けていくことで、愛着と誇りを持
つ倉吉が創られ、暮らしたい暮らし続けたい倉吉に成長していくこ
とを目標とする。

計画本文

鳥取県岩美郡岩美町の全域

岩美町の人口は1950年の20,519人をピークに、その後急速に減
少が始まっている。人口減少と少子高齢化は、地域の日々の生
活を支える事業所や地域コミュニティ活動の担い手不足を招くだ
けでなく、消費量の減少やそれに伴う地域経済の規模縮小によ
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
り、事業の継続そのものに大きな影響を与えることが考えられる。
連する寄附を行った法人に対する特例
これらの課題に対応するため、持続可能なまちづくりに向けて、国
が示すSDGｓの概念やSociety 5.0の実現など新たな観点も取り入
れ、地域の活力を生み出すとともに、人口減少・少子高齢化対策
に取り組む。

計画本文

153

154

鳥取県

鳥取県

鳥取県倉吉市

鳥取県岩美郡岩美町

倉吉市まち・ひと・しごと創生推進計画

岩美町地域創生推進計画

第58回認定（令和２年11月６日認定分） 地域再生計画の概要
番号

都道府県名

作成主体名
（地方公共団体名）

地域再生計画の名称

計画本文

本市の山村地域の中学校に対し、地域産材を活用した木材製品
の導入や、森林資源を活かした森林学習を行うことで、山村地域
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
島根県浜田市の区域の一部（旧那賀郡金城町、
の次世代を担う中学生に地域林業への関心と、木工等の伝統手
連する寄附を行った法人に対する特例
旭町、弥栄村、三隅町）
法の理解を深めるとともに、山村地域の木育の推進を図る。

計画本文

第２期津山市まち・ひと・しごと創生総合
岡山県津山市の全域
計画

あらゆる施策を講じて人口減少・少子化を食い止め、人口構造の
若返りを図り、まちの活力を創出するとともに、住みやすさを追求
し、住み続けたい・住んでみたい、誇りに思えるまちを実現するた
め、①地域経済を活性化させ、安定した雇用を創出する事業、② まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
誇りと魅力を感じるまちづくりで、③津山市への新たな人の流れを 連する寄附を行った法人に対する特例
創出する事業、③若い世代を中心として、結婚・出産・子育ての希
望がかなうまちを実現する事業、④これからの時代に対応した持
続可能なまちづくりと地域間連携を進める事業に取り組む。

計画本文

計画本文

鳥取県日野郡日南町

日南町まち・ひと・しごと創生推進計画

156

島根県

島根県浜田市

山村地域の木育推進プロジェクト

岡山県津山市

活用する支援措置

計画本文

鳥取県

岡山県

地域再生計画の概要

日南町の地方創生総合戦略『第２期「まち・ひと・しごと創生日南
町総合戦略」』で定める４つの基本目標（しごとをつくり、安心して
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
働けるまちづくり、日南町への移住・定住を促進させる
、結婚・出産・子育ての希望を実現させる、安心して暮らし続けら 連する寄附を行った法人に対する特例
れるまちづくり）に資する事業を、応援税制に基づく企業からの寄
附を活用し実施する。

155

157

地域再生計画の区域

鳥取県日野郡日南町の全域

158

岡山県

岡山県新見市

人と地域が輝き未来につながる源流共
生のまち・にいみ創生推進計画

岡山県新見市の全域

新見市では、出生数の減少や若年世代の市外流出などによる人
口減少に歯止めをかけることができていない。このため、地域の
特性・資源を活かした稼ぐ地域の実現と持続可能な地域経済の
確立を目指すとともに、移住・定住を促進し、多様な人が集い、交
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
流し、活躍するまちを目指す取組を推進する。さらに、健やかに暮
連する寄附を行った法人に対する特例
らせ、子育てができるまちや、安心して暮らし続けることができる
持続可能な地域をつくるための取組を推進する。これにより、新た
な「新見らしさ」を創造し、誰もが魅力を感じることができるまちの
実現を目指す。

159

岡山県

岡山県備前市

備前市まち・ひと・しごと創生推進計画

岡山県備前市の全域

急激な人口減少に対応するため、子育て世代の人口流出を抑制
し、市に活気を取り戻すことを念頭に「教育のまち備前」を将来像
として掲げ、教育の質・学力の向上、子育て支援や福祉の充実に まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
取り組む。また、雇用の拡大をはかるとともに、本市の特徴である 連する寄附を行った法人に対する特例
豊かな自然と伝統文化の活用を鍵に活気あるまちづくりを目指
す。

計画本文

計画本文

160

岡山県

岡山県美作市

美作市ニート・引きこもり等就労継続支
援事業

岡山県美作市の全域

本市の人口は市制施行以降一貫して減少し続けており、今後も
減少し続ける見通しである。人口減少による地域の担い手不足は
社会的・経済的損失が大きい。こうした現状から、本市では平成
29年より社会的に取り残されたニートや引きこもりの若者に対しＮ
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
ＰＯ法人を通じて支援を行い、ニート・引きこもり状態の解消、就
連する寄附を行った法人に対する特例
労に繋げてきた。しかし、就業後、仕事に馴染めず退職し、ニー
ト・引きこもり状態に逆戻りするケースも見受けられたことから、就
労後の定着支援についても支援することとし、若者定着による地
域活性化への寄与を目指す。

161

広島県

広島市

第２期「世界に誇れる『まち』広島」創生
総合戦略の推進

広島市の全域

広島市が広島広域都市圏ひいては中四国地方の発展をけん引し
ていく中枢都市として、人口規模と経済力等を兼ね備えた「まち」
であり続けるため、「目指すべき将来の方向」を掲げ、その方向に まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
沿った施策を展開することで、「出生率の向上」と「若い世代の人 連する寄附を行った法人に対する特例
口の確保」（東京圏・関西圏への転出超過の抑制）を実現し、自然
増・社会増の両面から本市の人口減少に歯止めをかけていく。

計画本文

広島県竹原市の全域

本市の総人口は，昭和55年をピークに減少傾向，令和42年に
は，8千人弱と予測されている。若い世代の進学等による転出超
過，自然減の拡大による「社会減の緩和，自然減の緩和，賑わい
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
と活力の創出」が課題とされており，その解決に向け，3つの基本
連する寄附を行った法人に対する特例
目標を掲げ，その施策の方向性に「仕事づくり」「移住定住の促
進」「少子化対策」「地域力の強化」「まちの魅力向上」を設定し，
人口減少の抑制を図り，持続可能なまちを目指す。

計画本文

計画本文

162

163

広島県

広島県

広島県竹原市

竹原市まち・ひと・しごと創生推進計画

広島県山県郡安芸太田町

安芸太田町まち・ひと・しごと創生推進計
広島県山県郡安芸太田町の全域
画

人口減少よって基礎自治体としての存在が危ぶまれており、下記
４つを本計画期間における基本目標として掲げ、新たな課題や社
会情勢の変化への的確な対応を目指す。
○ 基本目標１ 「都市部等との‘商い’の活発化と町内産業間連携
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
の推進」
連する寄附を行った法人に対する特例
○ 基本目標２ 「定住促進と人材確保・育成によるまちづくり基盤
の強化」
○ 基本目標３ 「各世代にとっての暮らしやすさの向上」
○ 基本目標４ 「コミュニティの活力向上」

大崎上島町第２次まち・ひと・しごと総合戦略～瀬戸内海離島発
グローバル戦略～の４つの基本目標
目標１多様な人材を育てる教育の島づくりを進める
目標２新たな人の流れで住んでよかったと実感できる
目標３地域資源を活かして仕事と産業を育てる
目標４癒しと元気な地域で安心して暮らす
に基づき各種事業を展開する。

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

山口県岩国市の全域

人口減少対策や移住・定住促進、少子化対策等の視点から、「ま
ちとまちをつなぐ交流づくり」「産業振興によるしごとづくり」「結婚・
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
出産・子育ての希望をかなえる環境づくり」「地域の暮らしを支える
連する寄附を行った法人に対する特例
まちづくり」に取り組み、本市の特性をいかした「地域活力の向
上」と「人口減少の抑制」を目指す。

計画本文

山口県長門市の全域

新たな雇用の創出や人口減少対策、持続可能な地域づくりなど
の視点から、第１次産業の底上げと、それに伴う第２次・第３次産
業への波及効果による新たな雇用の創出、交流の拡大、結婚・出
産・子育ての環境整備、持続可能なまちづくり、そして
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
「Society5.0」を見据えた対応や、人生100年時代の到来を見据え 連する寄附を行った法人に対する特例
た取組を進め、『「ひと」を呼び込む「輝く人」を育む』ことにより、新
たな人の流れを創出するとともに、『やさしさがこだまする 子育て
世代に選ばれるまち』の実現を目指す。

計画本文

山口県柳井市の全域

柳井市街・人・しごと創生総合戦略の政策目標である「結婚・出
産・子育て・教育環境の整備」、「地域産業の進行による雇用創
造」、「移住定住の促進」、「持続可能なまちづくり」を推進し、将来
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
都市像として位置付けた「柳井で暮らす幸せを実感できるまち」の
連する寄附を行った法人に対する特例
実現に向け、SDGs要素の反映や、課題に応じた地域間の広域連
携を視野に入れた事業展開を図り、本市における社会全、自然減
に歯止めをかけることを目指す。

計画本文

山口県玖珂郡和木町の全域

本町の人口は減少傾向にあり、出生数は子育て世代の転入超過
の影響等により近年改善傾向にあるものの、人口全体では転出
超過（社会減）が生じているのが現状である。こうした人口減少に
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
対応するため、町民の結婚・妊娠・出産の子育ての希望の実現を
連する寄附を行った法人に対する特例
図り出生数の維持につなげる。また、移住を促進するとともに、安
定した雇用の創出や地域を守り活性化するまちづくり等を通じて、
社会減に歯止めをかける。

計画本文

164

広島県

広島県豊田郡大崎上島町

大崎上島町まち・ひと・しごと創生推進計
広島県豊田郡大崎上島町の全域
画

165

山口県

山口県岩国市

岩国市まち・ひと・しごと創生推進計画

166

167

168

山口県

山口県

山口県

山口県長門市

山口県柳井市

山口県玖珂郡和木町

長門市まち・ひと・しごと創生推進計画

柳井市まち・ひと・しごと創生推進計画

和木町まち・ひと・しごと創生推進計画

第58回認定（令和２年11月６日認定分） 地域再生計画の概要
番号

都道府県名

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

地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

169

山口県

山口県熊毛郡上関町

上関町まち・ひと・しごと創生推進計画

山口県熊毛郡上関町の全域

本町の人口は、長期的に減少傾向にあり、平成31年には2,730
人となっている。国立社会保障・人口問題研究所によると、令和7
年に2,000人、令和27年に1,000人を割り、令和47年には402人ま
で減少すると想定されている。
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
これら人口減少の課題に対応するため、町民の結婚・出産・子
連する寄附を行った法人に対する特例
育て環境づくりを行い、自然減を抑えていく必要がある。また、定
住促進対策を強化するとともに、産業の振興と雇用の創出や住
みやすいまちを実感できるソフト事業の維持、拡大等を通じて、社
会減に歯止めをかける。

170

山口県

山口県阿武郡阿武町

阿武町まち・ひと・しごと創生推進計画

山口県阿武郡阿武町の全域

⼈⼝減少社会において、本町の魅⼒や単独町政そのものが持続
的に未来へと引き継がれるためには、産業や地域社会の担い⼿
の減少に真摯に向き合い、時代に最適化した⽅法を積極的に取
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
り⼊れていく必要があります。⼈の流れ（移住・定住・帰郷の⽀援
連する寄附を行った法人に対する特例
および関係人口づくり）・物の流れ（町内産農林水産物等の販売・
消費の促進）・お⾦の流れ（外貨の獲得と地域内経済循環の実
現）を整えることで、真に⾃⽴したまちづくりを⽬指します。

計画本文

171

徳島県

徳島県阿南市

アウトドア＆フィットネス推進プロジェクト 徳島県阿南市の全域

地域の資源として可視化されていない豊かな自然資源を活かした
アクティビティ体験と特徴ある歴史文化を組み合わせた観光コン まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
テンツを開拓、商品化し、市内の観光関連事業者、宿泊施設、飲 連する寄附を行った法人に対する特例
食店等と連携し、観光による地域経済の拡大を図る。

計画本文

計画本文

計画本文

172

徳島県

徳島県阿波市

阿波市まち・ひと・しごと創生推進計画

徳島県阿波市の全域

本市の人口は、1990年の国勢調査において人口減少に転じてか
らは、一貫して人口減少が継続している状況であり、地域社会の
担い手の減少や地域経済の縮小による雇用機会の減少等、様々
な社会的・経済的な課題が生じる恐れがある。このように本市の まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
魅力を損なう恐れのある人口減少に歯止めをかけるために、本計 連する寄附を行った法人に対する特例
画を推進し、さらなる「しごと」と「ひと」の好循環の加速と安全・安
心に暮らすことのできる地域社会の構築に向けて取り組むこと
で、人口減少問題の克服と持続可能な地域づくりを目指す。

173

徳島県

徳島県勝浦郡上勝町

上勝町まち・ひと・しごと創生推進計画

徳島県勝浦郡上勝町の全域

町にしごとをつくる、町に新しいひとの流れをつくる、若い世代の
結婚・出産・子育ての希望をかなえる誰もが活躍できる地域社会
をつくる、持続可能な暮らしやすい魅力的な地域づくりを推進し、 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
地域の独自性を最大限に活かした「まち・ひと・しごと創生」に取り 連する寄附を行った法人に対する特例
組み、 好循環を確立し加速して時代に合った安心安全な暮らし
やすい魅力的な地域社会の実現を目指す。

計画本文

本計画は、「佐那河内村」という「村」の魅力を村内外に向けて広
く発信し、次の千年に向けた「つづくむらづくり（持続可能な村づく
り）」を実現するため、住民、自治組織、行政、企業、各種団体等
が、危機意識を幅広く共有しながら連携・協力し、地方創生に向 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
けた４つの基本施策である「しごと・雇用を創出する」、「新しいひ 連する寄附を行った法人に対する特例
との流れをつくる」、「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかな
える」、「交流拠点の充実や地域連携などの村づくりを進める」に
掲げる施策を強力に推進する。

計画本文

徳島県那賀郡那賀町の全域

本計画では、「安定して働き続けることができる那賀町における｢
しごと｣の創生」、「那賀町への新しいひとの流れをつくる」、「那賀
町が若い世代の定住・結婚・出産・子育てに希望が持てる地域と まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
なる」、「時代にあった地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、 連する寄附を行った法人に対する特例
地域と地域を連携する」を推進し、住みよい住環境の確保、将来
にわたって活気のある那賀町の創造を目指す。

計画本文

徳島県海部郡美波町

にぎやかそ美波まち・ひと・しごと創生推
徳島県海部郡美波町の全域
進計画

本町の人口は30年後の2045年には現在の6割以下となることが
推計されている。この厳しい状況にある中、2018年12月、まちづく
りのキャッチフレーズを「“にぎやかそ”にぎやかな過疎の町 美波
町」と定め、にぎやかそ宣言を行った。人口減少に歯止めをかけ、 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
本町の独自性を活かしたまちづくりをめざすため“美波町のこれま 連する寄附を行った法人に対する特例
での取組み”や“歴史ある文化・伝統”、“個性ある地域の取組”と
いった、本町の『強み』を最大限に活かしつつ、それを支える地域
や住民が主役となって、多様な施策を推進する。

計画本文

香川県丸亀市

第２期丸亀市未来を築く総合戦略推進
計画

安定的な人口規模の確保と人口構造の若返りを目指し、社会増
減と自然増減の両面を改善するとともに人口減少を想定した取り
組みを検討する。そこで、子どもを産み育てやすい環境づくりに努
め、若い世代の転出抑制やＵターン促進となる施策に取り組む。 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
また、文化観光資源などの地域資源の活用による交流人口や関 連する寄附を行った法人に対する特例
係人口の増進を図り、地域活性化を促進させる。さらに、本市の
最大の強みである「暮らしやすさ」を生かし、誰もが暮らしていける
地域社会の形成を目指し、持続可能な地域づくりを推進する。

計画本文

香川県観音寺市

第２期観音寺市まち・ひと・しごと創生総
香川県観音寺市の全域
合戦略推進計画

平成27（2015）年に59,409人であった人口が、令和42（2060）年
には28,297人まで減少する（52.4％減）と推計されており、人口減
少に歯止めをかけバランスのとれた人口構造の確立を目指すとと
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
もに、人口減少と地域経済縮小に対応した地域社会を構築する
連する寄附を行った法人に対する特例
ために第２期観音寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略で定める４
つの基本目標のもとに取り組み、住みやすく魅力ある地域づくり
を推進する。

計画本文

小豆島町まち・ひと・しごと創生総合戦略
香川県小豆郡小豆島町の全域
推進計画

小豆島町の人口は、1946年をピークに減少しており、2015年には
14,862人となっている。2015年国勢調査結果を反映し、それによ
ると、2040年の人口は8,856人で、2015年の60％になると想定され
ている。これらの課題に対応するため、毎年度移住者140人（うち まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
70人の定住）を目指し、魅力的な人材を育み、小豆島ブランドを確 連する寄附を行った法人に対する特例
立して所得の向上を目指し、地域福祉の充実と防災力の強化を
図り、安心安全なまちづくりに取組むことで、「人が集い、元気なま
ち」を目指す。

計画本文

香川県綾歌郡綾川町

綾川町まち・ひと・しごと創生総合戦略推
香川県綾歌郡綾川町の全域
進計画

人口減少によって、地域経済の規模縮小、地域の活力が低下す
るとともに、生産年齢人口（15～64歳）の減少は税の減収や地域
で支えあう生活の維持が困難になるため、今後、人口減少に歯止
めをかけるとともに、若い世代の人口流出の抑制と定住者を増や
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
す取組が重要である。
連する寄附を行った法人に対する特例
令和6年度の将来目標人口は約22,450人とし、そのために本町へ
の転入の流れの強化や出産・子育て支援及び教育のより一層の
充実によって、定住者や出生数を増やすことで人口を維持するこ
とを目指す。

計画本文

香川県仲多度郡琴平町

第２期琴平町まち・ひと・しごと創生総合
香川県仲多度郡琴平町の全域
戦略推進計画

人口減少によって、本町は地域経済の規模縮小、地域の活力が
低下するとともに、生産年齢人口（15～64歳）の減少は、税の減
収や地域で支え合う生活の維持が困難になってきます。今後、人
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
口減少に歯止めをかけるとともに、若い世代の定住者を増やして
連する寄附を行った法人に対する特例
いくことが重要となります。このため、人口移動率の縮小を図ると
ともに、特に若年層の定着やUIJターンにより、地元定着や地元
回帰を図っていきます。

計画本文

今治市まち・ひと・しごと創生推進計画

人口減少、少子高齢化は依然として進展しており、特に、若者が
進学などの時期に本市を離れ、その後就職や子育て期に本市に
帰ってこない傾向は強く、出生数の継続的な減少傾向と併せて、
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
人口減少の構造的要因が改めて浮き彫りになっている。これらの
連する寄附を行った法人に対する特例
現状に対し、地方創生の取組をより一層充実・強化させ、切れ目
ない取組を進め、50年後、100年後も「ずっと住み続けたい“ここち
いい（心地好い）”まちいまばり」の実現を目指す。

計画本文

174

徳島県

徳島県名東郡佐那河内村

佐那河内村まち・ひと・しごと創生推進計
徳島県名東郡佐那河内村の全域
画

175

徳島県

徳島県那賀郡那賀町

那賀町まち・ひと・しごと創生推進計画
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177
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徳島県

香川県

香川県

香川県

香川県

香川県

愛媛県

香川県小豆郡小豆島町

愛媛県今治市

香川県丸亀市の全域

愛媛県今治市の全域
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都道府県名

愛媛県

愛媛県

愛媛県

作成主体名
（地方公共団体名）

愛媛県八幡浜市

愛媛県四国中央市

愛媛県東温市

地域再生計画の名称

地域再生計画の区域

地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

八幡浜市まち・ひと・しごと創生推進計画 愛媛県八幡浜市の全域

本市の人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって活力ある地域
を維持していくため、以下の４つの基本目標を掲げ、人口減少の
抑制等に効果的な取組みを進め、定住の継続、転入の増加を図
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
るもの。
連する寄附を行った法人に対する特例
Ⅰ 強い産業をつくり、しごとを維持・創出する
Ⅱ 市の知名度を向上させ、移住者・観光客・ファンを増やす
Ⅲ 出会いの場をつくり、子どもを産み育てやすい環境をつくる
Ⅳ 快適で便利、安全で安心な生活環境をつくる

計画本文

市民のしあわせづくり応援計画

愛媛県四国中央市の全域

本市は、人口減少が続いており、若者の流出も顕著となっていま
す。一方で、全国や愛媛県と比較して、出生率が高く、地場産業
である「紙産業」の雇用力や稼ぐ力が高いなどのポテンシャルを
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
持っています。そういった状況から、今後のまちの未来を考える
と、子育て世代が安心して住みやすいまちになっていく必要があ 連する寄附を行った法人に対する特例
り、地域外の人が訪れたくなるあったかい環境（優しく迎え入れて
くれる）の構築をおこない、市民一人ひとりのしあわせづくりを応
援するまちづくりを展開していきます。

計画本文

愛媛県東温市の全域

本市では平成21年以降、人口減少及び少子高齢化が進んでい
る。この状況が続くと、地域経済の縮小や税収の減少に伴う行政
サービスの水準低下により、まち全体の求心力の低下を招き、さ
らに若年人口の流出が加速するという負の循環に陥る。この状況
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
を打開するため、「第２期東温市まち・ひと・しごと創生総合戦略」
連する寄附を行った法人に対する特例
において「持続可能な地域社会の構築」をテーマに４つの基本目
標を設定し、本市の資源を最大限に活用しながら、定住人口や交
流人口の増加を図り、地域の自立度と経済力を高める具体的か
つ効果的な取組を推進する。

計画本文

計画本文

東温市まち・ひと・しごと創生推進計画

186

愛媛県

愛媛県伊予郡砥部町

砥部町まち・ひと・しごと創生推進計画

愛媛県伊予郡砥部町の全域

本町の将来像である「文化とこころがふれあうまち」の実現を目指
して、人口、経済、地域社会の課題に一体的に取り組むため、砥
部町人口ビジョンにおいて目指すべき将来の方向で定めた3つの
基本目標に基づき、第2期砥部町まち・ひと・しごと創生総合戦略
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
を策定し推進しているところです。また、砥部町の特色である松山
連する寄附を行った法人に対する特例
市のベッドタウンとして、また、砥部焼の産地として、子育てに手
厚く、さらに文化の薫るアートタウンとして、とりわけ若い世代に
「住んでみたい」「住んで良かった」と思われるまちづくりを進める
ことを目指しています。

187

愛媛県

愛媛県喜多郡内子町

内子町まち・ひと・しごと創生推進計画

愛媛県喜多郡内子町の全域

急激な人口減少に対応するため、内子町まち・ひと・しごと創生
総合戦略に掲げる12の基本目標に沿った事業を展開することで、 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
人口減少の抑制、地域経済の活性化など、地方創生の取り組み 連する寄附を行った法人に対する特例
を推進し、持続可能なまちづくりの実現を図る。

計画本文

計画本文

188

愛媛県

愛媛県北宇和郡松野町

松野町まち・ひと・しごと創生推進計画

愛媛県北宇和郡松野町の全域

本町の総人口は、平成27年では4,072人と過去５年間で305人減
少し、その後も自然災害の発生等により減少が続いていることか
ら、本町へ一層の転入の流れを創出し、また、出産・子育てを支
援することによって、人口の「減少抑制」と「増加促進」を図りま
す。
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
そのために、職員一人一人がＳＤＧｓの趣旨を十分に理解した 連する寄附を行った法人に対する特例
上で、持続可能なまちづくりなどを意識するとともに、町民、企業、
団体等の多様なステークスホルダーとの連携を図ることにより、
経済・社会・環境との調和や統合的な向上を目指すものとしま
す。

189

高知県

高知市

高知市まち・ひと・しごと創生推進計画

高知市の全域

「第２期高知市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく地方創
生関連事業に対し，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(企業版ふるさと納税)を活用で まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
きるよう地域再生計画「高知市まち・ひと・しごと創生推進計画」を 連する寄附を行った法人に対する特例
策定し，人口減少への対応を進めるとともに，地方創生をより一
層推進していくもの。

計画本文

190

高知県

高知県宿毛市

宿毛市まち・ひと・しごと創生推進計画

高知県宿毛市の全域

宿毛市の人口は、平成12年以降大きく減少を続けており、ピーク
時には3万人超あった人口が、令和20年には13,000人を下回るも
のと推計されている。このため、宿毛市まち・ひと・しごと創生総合 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
戦略に掲げる4つの目標を通して、人口減少対策、地方創生に取 連する寄附を行った法人に対する特例
り組み、市民と行政が力をあわせ地域活力の好循環を生み出し
地域の再生を図る。

計画本文

191

高知県

高知県安芸郡東洋町

東洋町まち・ひと・しごと創生推進計画

高知県安芸郡東洋町の全域

全国的な問題である地域の人口減少問題に対して、本町は様々
な分野からのアプローチを総合戦略に策定しております。一つの
目標として、「2060年に人口2,000人維持」を掲げており、本計画は まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
第２期東洋町まち・ひと・しごと総合戦略に基づき、企業版ふるさ 連する寄附を行った法人に対する特例
と納税を活用し人口減少問題に取り組んでいくことを定めたもの
であります。

計画本文

高知県吾川郡いの町の全域

人口減少・少子高齢化に歯止めをかけるため、
ア 産業活性化と安定した雇用を創出する
イ 新しい人の流れをつくる
ウ 結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえる、女性の活躍の場
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
を拡大す
連する寄附を行った法人に対する特例
る
エ ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつく
る
以上の事業を推進する。

計画本文

中土佐町まち・ひと・しごと創生推進計画 高知県高岡郡中土佐町の全域

中土佐町は、高知県の中西部に位置し、太平洋に開けた中土佐
地区と清流四万十川の源流域に位置する大野見地区からなって
います。本町の人口は、1960年以降減少を続けており、人口減少
と少子高齢化は深刻さを増しています。
人口減少は、地域経済の規模縮小、日常を支える機能の低下な まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
ど、あらゆる面で地域の活力を弱め、さらに人口減少を加速化さ 連する寄附を行った法人に対する特例
せることとなります。
このような悪循環に歯止めをかけるために、町全体で問題意識を
共有し、第２期総合戦略に掲げる施策を推進することにより、人
口減少克服と地方創生に取り組みます。

計画本文

計画本文

192

193

高知県

高知県

高知県吾川郡いの町

高知県高岡郡中土佐町

いの町まち・ひと・しごと創生推進計画

194

高知県

高知県高岡郡越知町

越知町まち・ひと・しごと創生計画

高知県高岡郡越知町の全域

国及び高知県の「総合戦略」を勘案した「第2期越知町まち・ひと・
しごと創生総合戦略」に基づき、本町に暮らす一人ひとりがそれ
ぞれの立場から知恵を出し、ともに考え、支え合い、一丸となって
人口減少問題や地域の課題解決に取り組み、第1期総合戦略に
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
引き続き切れ目ない施策を展開していくことで、「地域産業の成長
連する寄附を行った法人に対する特例
による所得向上や雇用の確保」、「移住・定住対策による社会移
動の増加」、「安心して結婚、妊娠・出産、子育てができる環境整
備」、「地域愛を育む教育」、「山間部での生活環境の維持」を目
指すものである。

195

高知県

高知県幡多郡大月町

大月町まち・ひと・しごと創生推進計画

高知県幡多郡大月町の全域

国の第2期長期ビジョンの策定を踏まえ、本町における人口減少
と地域経済縮小の克服に向けた「第2期大月町まち・ひと・しごと
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
創生総合戦略」を策定し、人口減少が進む地域において「住んで
連する寄附を行った法人に対する特例
よかった」と思えるまちづくりを目指すため、応援税制に基づく企
業からの寄附金を活用しながら事業を実施する。

計画本文

福岡県宮若市の全域

本市の総人口は1985年から一貫して減少しており、2045年には
総人口が約69％となる見込みである。人口の減少は出生数の減
少や、企業の立地が拡大している一方で市民の就業者は減少傾
向にあるとともに、進学・就職時の転出等により、若年層や子育て まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
世代の流出などが原因と考えられる。これらの課題に対応するた 連する寄附を行った法人に対する特例
め、本市の特色や地域資源を活かしながら、「しごと」が「ひと」を
呼び「ひと」が「しごと」を呼び込む相互の好関係を確立するととも
に、その好関係を支える「まち」に活力を取り戻す。

計画本文

196

福岡県

福岡県宮若市

宮若市まち・ひと・しごと創生推進計画

第58回認定（令和２年11月６日認定分） 地域再生計画の概要
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計画本文

197

福岡県

福岡県糟屋郡須恵町

須恵町まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県糟屋郡須恵町の全域

須恵町では、様々な世代にとって魅力ある環境創出に向けて『第
２期須恵町まち・ひと・しごと創生総合戦略』に掲げる４つの基本
目標（「稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする」、
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
「都市部とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつく
連する寄附を行った法人に対する特例
る」、「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」、「ひとが集う、安心
して暮らすことができる魅力的な地域をつくる」）に向けた取組を
推進する。

198

福岡県

福岡県三潴郡大木町

大木町まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県三潴郡大木町の全域

地域経済の好循環を作り出すためには、町に「ひと」が集い、「ひ
と」が新たな「しごと」を生み、それが「まち」の活力となり、地域を
育むことが必要という考えのもと、「人と地域が育つ町へ～生き
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
る・育む・学ぶ・つながる土台を磨き上げる～」を基本理念とし、こ
連する寄附を行った法人に対する特例
れまで地域が大切に育んできた自然や文化、産業、地域社会な
ど、さまざまな地域資源を磨き上げると共に、それらを担う人材育
成を行い、地域の魅力が最大限に発揮されることを目指します。

計画本文

福岡県田川郡香春町の全域

本町の人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって持続可能な地
域を維持していくため、以下の５つの基本目標を掲げ人口減少等
に効果的な取組を実施します。
基本目標１ やりがいのある「しごと」をつくる
基本目標２ 人口流出を防ぐとともに、本町への新しい「ひと」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
流れをつくる
基本目標３ 若い世代の出産・子育ての希望を叶えるとともに、教
育環境を整える
基本目標４ 自らの課題を解決し、安心して暮らせる地域をつくる
基本目標５ 情報発信力を強化して戦略を推進する

計画本文

大任町まち・ひと・しごと創生地域再生計
福岡県田川郡大任町の全域
画

２０６０年に総人口３，５００人を維持することを目指し、令和２年
度～令和５年度の５年間において、政策分野ごとに下記１～４の
４つの基本目標を設定し、人口減少の抑制等に効果的な取組を
実施します。
１ 地域経済を活性化し、安定した雇用を創出する
２ 本町への新しい人の流れをつくる
３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
４ 時代に合った地域をつくり、安全・安心な暮らしを実現する

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

あか村まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県田川郡赤村の全域

あか村まち・ひと・しごと創生推進事業
ア 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする事業
イ 新しい人の流れをつくる事業
ウ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業
エ ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつく 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
る事業
を実施し地域の活力を向上させ、若い世代が集まり、安心して働
き、希望どおり結婚し、子どもを生み育てることのできる地域社会
を実現し、本村の将来を担う人材を呼び込み、また、流出させな
い取組を実施します。

計画本文

計画本文

199

200

201

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県田川郡香春町

福岡県田川郡大任町

福岡県田川郡赤村

香春町まち・ひと・しごと創生推進計画

計画本文

202

福岡県

福岡県田川郡福智町

福智町まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県田川郡福智町の全域

当町の人口減少・少子高齢化の抑制と関係人口の創出・拡大を
推進し、持続可能な地域社会の実現に向けて以下４つの基本目
標を掲げ、新たな技術・サービスの導入等を図りながら、時代の
変化に的確に対応し、誰もが居場所と役割を持って活躍できる効
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
果的な取組みを実施していきます。
連する寄附を行った法人に対する特例
1.しごとをつくり、安心して働ける事業
2.新しい人の流れをつくる事業
3.結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業
4.誰もが安心して暮らすことのできる魅力的な地域をつくる事業

203

佐賀県

佐賀県多久市

多久市まち・ひと・しごと創生推進計画

佐賀県多久市の全域

人口減少・少子高齢化等による地域への影響や課題に対応する
ため、市が有する地域資源を活用した雇用の創出や市の魅力
アップを積極的に行うとともに、子育て支援や教育環境の充実を まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
図り若者層が安心して生活できる環境づくりを進める。また、地域 連する寄附を行った法人に対する特例
間の連携や地域の自立など地域の実情にあった地域づくりを推
進していき市の創生に取り組む。

計画本文

伊万里市まち・ひと・しごと創生推進計画 佐賀県伊万里市の全域

本市の人口は、昭和３０年代と比較し、３０％以上も減少してい
る。このような状況の中、就職、子育て、教育などのライフステー
ジにおいて、都市圏にはない地方ならではの魅力を高める環境の
整備を図りながら、移住・定住を促進する施策に取り組んでいくこ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
とが重要である。このため、人口減少が及ぼす様々な影響を最小 連する寄附を行った法人に対する特例
限に抑え、人口が減っても「まち」の活力維持、「ひと」の魅力向
上、「しごと」の創出などの好循環がつくり出せるよう、全ての市民
と一緒になって、息の長い地方創生の取組を展開する。

計画本文

鹿島市まち・ひと・しごと創生推進計画

佐賀県鹿島市の全域

本市においては、基幹産業である農漁業などの一次産業の停滞
や郊外大型店による商店街の衰退など地域経済全体として低迷
の状況にあり、中小零細企業は非常に厳しい経営環境にさらさ
れ、やむなく都市圏に就職を求めるケースも少なくないなど、若者 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
の転出を極力抑えるためのしごとづくりが求められている。これら 連する寄附を行った法人に対する特例
の課題に対応するため、基本施策（ものづくりをさらに磨き上げて
しごとを生み出す、定住促進と交流人口の拡大など）を遂行して
いくことで、本市の地域活性化及びまちづくりの創生を図る。

計画本文

佐賀県神埼市の全域

本市の人口・生産年齢人口は共に減少傾向であり、人口減少を
契機に、「人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小
が人口減少を加速させる」負のスパイラル（悪循環の連鎖）に陥る
リスクが高い。そのため、人口減少を克服し、地方創生を成し遂 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
げるため「神埼市人口ビジョン」を基に、「魅力ある産業・職場づく 連する寄附を行った法人に対する特例
りのまち神埼」「人と歴史がおりなすまち神埼」「子育ての喜びや
子どもたちの未来が輝くまち神埼」「人や地域が絆で繋がるまち神
埼」の４つの基本目標として定め、具体施策に取り組んでいく。

計画本文

吉野ヶ里町まち・ひと・しごと創生推進計
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町の全域
画

佐賀県東部に位置する吉野ヶ里町は、ＪＲ吉野ヶ里公園駅、長崎
自動車道東脊振ＩＣを有する交通の要衝であり、利便性の高い立
地であるという特性を活かし、基幹産業である農業のほか、企業
誘致による雇用の確保や、観光による活力のあるまちづくりを進
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
め、人口も増加傾向であったものが、近年では自然増減、社会増
連する寄附を行った法人に対する特例
減ともに減少傾向となり、生産年齢人口の減少と高齢化が進行す
ると考えられるため、当町にある「自然環境・歴史資源・人材資
源」に磨きをかけ、まち・ひと・しごとづくりを強力に推進し、「快適
ふるさと吉野ヶ里」を目指す。

計画本文

上峰町まち・ひと・しごと創生寄附活用計
佐賀県三養基郡上峰町の全域
画

本町の総人口は、1980年の6,700人から2005年には9,000人を超
えるところまで、順調に増加してきた。しかしながら2005年から
2010年にかけての人口増加は明らかに鈍化しており、今後本格
的な人口減少期に入ることが考えられる。人口減少は、労働人口
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
の減少、地域経済の縮小だけでなく、地域社会の様々な基盤の
連する寄附を行った法人に対する特例
維持を困難とすることが予想される。これらの課題に対応するた
め、本町におけるまち・ひと・しごとの創生に向け、４つの基本目
標を設定し、人口減少の抑制と交流・関係人口の増加につなげ
る。

計画本文

本町では、平成7（1995）年以降人口減少が始まり、少子高齢化
も進行している。この傾向が続けば、自治の基本組織である行政
区などによっては、生活環境等の維持・保全が困難になるなど、
生活に様々な問題が生じる恐れがある。さらに、生産年齢人口
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
（15～64歳）も一貫して減少傾向にあり、町の産業の持続が危ぶ
連する寄附を行った法人に対する特例
まれる。
これらの課題に対応するため、人口減少に歯止めをかけ、将来
的に人口増社会を展望するとともに、地域の活性化を実現する取
組を行っていく。

計画本文

総人口が減少し、高齢化がすすんでいるため、移住・定住の促進
に力を入れる取り組みとして、商業環境の改善、子育て世帯への まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
支援、空き家対策を進めていくとともに、雇用の場の確保や住宅 連する寄附を行った法人に対する特例
政策の推進など環境づくりの取り組みを進める。

計画本文

204

205

206

207

208

佐賀県

佐賀県

佐賀県

佐賀県

佐賀県

佐賀県伊万里市

佐賀県鹿島市

佐賀県神埼市

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町

佐賀県三養基郡上峰町

神埼市まち・ひと・しごと創生推進計画

209

佐賀県

佐賀県東松浦郡玄海町

玄海町まち・ひと・しごと創生推進計画

佐賀県東松浦郡玄海町の全域

210

佐賀県

佐賀県杵島郡大町町

杵島郡大町町まち・ひと・しごと創生推進
佐賀県杵島郡大町町の全域
計画
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計画本文

211

佐賀県

佐賀県杵島郡江北町

企業版ふるさと納税を活用した江北町ま
佐賀県杵島郡江北町の全域
ち・ひと・しごと創生推進計画

近年の宅地開発に伴って市街地形成が進んだ一方、周辺部で
は、進学や就職をきっかけとした生産年齢人口の社会減に加え、
未婚化や晩婚化による合計特殊出生率の低下を要因とした自然
減が進行しており、都市化と過疎化が同時進行してきた。しかし、
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
中心市街地における未開発地の減少とともに今後は社会減が進
連する寄附を行った法人に対する特例
むと予測する。この課題を解決するため、地域資源や民間活力等
を活かしながら、江北町まち・ひと・しごと地方創生総合戦略に定
める基本目標に沿った事業を複合的に実施し、人口減少の抑制
と地域コミュニティの活性化を目指す。

212

佐賀県

佐賀県杵島郡白石町

白石町まち・ひと・しごと創生推進計画

佐賀県杵島郡白石町の全域

白石町人口ビジョンにおける人口の将来展望等を踏まえ、急速な
少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけ
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
るとともに住みよい環境を確保して将来にわたって活力ある地域
連する寄附を行った法人に対する特例
社会を維持していく施策を、白石町まち・ひと・しごと創生総合戦
略として策定し、その実行により人口減少問題に取り組んでいく。

計画本文

213

長崎県

長崎県諫早市

諫早市まち・ひと・しごと創生推進計画

長崎県諫早市の全域

本市の人口は平成27年の13万８千人から平成30年は13万５千人
に減少し、令和７年は13万395人と見込まれている。人口減少が
進展すると、第１次・第２次産業の活力低下、小売・卸業等のサー
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
ビス産業の縮小等の課題が生じるため、諫早市まち・ひと・しごと
連する寄附を行った法人に対する特例
創生総合戦略において、少子高齢化・人口減少対策の充実・強
化のための事業を展開し、本市の人口減少に歯止めをかけ、地
方創生の推進につなげていく。

計画本文

214

長崎県

長崎県西海市

西海市まち・ひと・しごと創生推進計画

長崎県西海市の全域

人口減少により、財政基盤が脆弱になることで住民サービスの
低下、また地域コミュニティの維持が困難となり地域の活力が低
下や、社会生活サービスが低下することで更なる人口流出を引き まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
起こすことが危惧されます。これらの課題を解決するため、５つの 連する寄附を行った法人に対する特例
基本目標のもと「人口減少の克服」と「地方創生」の実現を目指す
ものです。

計画本文

長崎県西彼杵郡長与町の全域

昭和40年代からの宅地開発により長く続いた人口増も、近年明ら
かな減少に転じており、背景として、高齢化率の上昇、及び若者
を中心とした転出超過、自然増の減少などがあります。
こうした中、地場産業の育成や新産業の創出への取組を推進し、
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
若者の地元就職を促進するとともに、地方への新たな人の流れを
連する寄附を行った法人に対する特例
創るため、町の魅力向上に取り組み、移住・定住促進を図り、社
会増減の均衡を図ります。また、町民の結婚・出産・子育の希望
の実現、及び若者から高齢者まで、誰もが活躍し、いつまでも安
心して暮らせるまちづくりを目指します。

計画本文

計画本文

215

長崎県

長崎県西彼杵郡長与町

長与町まち・ひと・しごと創生推進計画

計画本文

216

熊本県

熊本市

熊本市しごと・ひと・まち創生推進計画

熊本市の全域

今後本市の人口減少が見込まれるなか、移住就業促進や雇用機
会の確保、起業化できる環境整備などの社会減対策とともに、若
者が安心して結婚、子育てできる雇用環境の整備やワークライフ
バランスのとれた就労環境の整備といった自然減対策について、 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
重点的に取り組んでいく必要がある。
連する寄附を行った法人に対する特例
このような取組に対して行政だけではなく、企業からの寄付を募
り、企業とのパートナーシップを構築し、企業の人材・ノウハウを
活用してより強力に地方創生を推進する。

217

熊本県

熊本県玉名郡南関町

南関町まち・ひと・しごと創生推進計画

熊本県玉名郡南関町の全域

南関町の最重要課題である人口減少問題の解決に向け、豊富な
地域資源を活かし、地元にある豊かな自然や環境、歴史や文化、
あるいは特産品や人とのつながりを活かし、多様な人々と支えあ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
いながら、町民にとっても、来訪者にとっても魅力ある包摂的な南 連する寄附を行った法人に対する特例
関ブランドを確立させるとともに、「誰もが暮らしやすい持続可能
な町」の実現を目指しています。

計画本文

計画本文

218

熊本県

熊本県菊池郡大津町

大津町まち・ひと・しごと創生推進計画

熊本県菊池郡大津町の全域

大津町は、自然動態、社会動態ともにプラスを示し、1975年以降
人口は増加しており、特に社会動態は、男女ともに若者の流入が
多い傾向を示している。しかし、これらの若者の転入超過は、企
業誘致、住宅開発等により生じたもので、企業誘致が収束する現 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
在では、将来的に若者の流入は一定程度減少することが予想さ 連する寄附を行った法人に対する特例
れている。将来の人口減少に対応するため、継続して本町の企業
と若者を繋ぐ取組や、地域特性を活かした農業の振興、新たな産
業を創出に取り組み、地域再生を推進する。

219

熊本県

熊本県阿蘇郡産山村

産山村むら・ひと・しごと創生推進計画

熊本県阿蘇郡産山村の全域

産山村むら・ひと・しごと創生推進計画では、村民の力を結集して
村の魅力を改めて見直し、磨き上げ、情報発信することで村に活
力を生み出し、新しい人の流れを創り出すとともに、村の基幹産 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
業である農業を軸とする仕事や自然環境を活かした仕事を創り出 連する寄附を行った法人に対する特例
し、新しいお金の流れをつくります。また、すべての世代がいつま
でも安心して暮らすことができる村の実現を目指します。

計画本文

計画本文

220

熊本県

熊本県上益城郡山都町

山都町まち・ひと・しごと創生推進計画

熊本県上益城郡山都町の全域

本町では、人口減少や少子高齢化が急速に進行しており、今後も
このような状況が続くと、小中学校の統廃合問題、農林業の担い
手不足による技術や経験の継承問題、地域活力の低下、地域コ
ミュニティ維持の困難、地域文化の継承・存続問題等、様々な課
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
題が懸念されます。このような課題を克服するため、山の都総合
連する寄附を行った法人に対する特例
戦略に掲げる基本目標（「魅力ある産業振興」「人の流れをつくる」
「結婚・出産・子育ての希望を叶える」「安心安全な暮らしの実
現」）の達成により、人々が安心して暮らせる持続可能な町づくり
を目指します。

221

熊本県

熊本県球磨郡相良村

相良村まち・ひと・しごと創生推進事業

熊本県球磨郡相良村の全域

本村の課題である人口減少や地方創生の実現を図るため、相良
村総合戦略で掲げる４つの基本目標である「安定した雇用を創出
する」「新たな人の流れをつくる」「若い世代の結婚・出産・子育て まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
の希望をかなえる」「時代にあった地域をつくり、安心な暮らしを守 連する寄附を行った法人に対する特例
る」に基づいた事業を応援税制に基づく企業からの寄付金を活用
しながら実施する。

計画本文

熊本県球磨郡山江村の全域

特に若い世代の都市部への転出超過を解消し本村の人口減少
に歯止めをかけるため、本村の基幹産業の発展と魅力ある雇用
づくりをめざします。また、若者の移住・定住促進のための環境整
備を行い、外部から本村への移住希望に対する受け皿づくりを行 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
います。さらに、若い世代が安心して結婚・妊娠・出産・子育てをし 連する寄附を行った法人に対する特例
やすい環境づくりに取り組み、全村民に笑顔のたえないむらづくり
を実現します。そして、地域の特性に即した課題解決と地域活性
化に取り組み、住民が安心して暮せるむらづくりを実現します。

計画本文

計画本文

計画本文

222

熊本県

熊本県球磨郡山江村

山江村まち・ひと・しごと創生推進計画

223

宮崎県

宮崎県えびの市

えびの市まち・ひと・しごと創生推進計画 宮崎県えびの市の全域

えびの市の魅力・強みである「自然」と「人」をキーワードに、「～自
然を生かし 人を生かし 自然の恵みと人の力で ふるさと創生～」
という視点のもと、以下の4つの基本目標を定めて地方創生に取
り組みます。
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
基本目標１ 多様な働き方が実現できる ふるさとづくり
連する寄附を行った法人に対する特例
基本目標２ 人が集い 選ばれる ふるさとづくり
基本目標３ 希望をもって生涯設計できる ふるさとづくり
基本目標４ いつまでも 住み続けたい ふるさとづくり

224

宮崎県

宮崎県児湯郡新富町

新富町まち・ひと・しごと創生総合戦略事
宮崎県児湯郡新富町の全域
業

やがて帰ってきたくなるまちを目指し、３つの基本方針を立てて事
業を実施。ア 雇用を創出する（「しごと」をうむ）事業。イ 新しいひ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
との流れをつくる（「ひと」をいかす）事業。ウ 様々なひとが共生 連する寄附を行った法人に対する特例
する地域コミュニティづくり（「まち」をつくりだす）

第58回認定（令和２年11月６日認定分） 地域再生計画の概要
番号

225

都道府県名

宮崎県

作成主体名
（地方公共団体名）

宮崎県児湯郡都農町

地域再生計画の名称

都農町まち・ひと・しごと創生推進計画

地域再生計画の区域

宮崎県児湯郡都農町の全域

地域再生計画の概要

活用する支援措置

計画本文

第2期都農町まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本方針である
「地域の魅力があふれ、町民の笑顔と活力に満ちたまち」の実現
を目指し、4つの基本目標（地域の強みを活かした自律的で安心
なしごと創造戦略）、（都農の魅力でつながり、呼び込むひと創造
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
戦略）、（ゆとりの子育て環境で健やかな子どもを育む夢未来創造
連する寄附を行った法人に対する特例
戦略）、（健康で生きがいを感じ、安心な暮らしを実現するまち創
造戦略）に沿った取り組みにより、人口減少の抑制を図りながら、
地域産業や経済の活性化を推進し、人口減少に適応したまちづく
りを行う。

計画本文

計画本文

226

宮崎県

宮崎県西臼杵郡日之影町

日之影町まち・ひと・しごと創生推進計画 宮崎県西臼杵郡日之影町の全域

人口減少は、産業や集落に様々な影響を及ぼすとともに、経済活
動の低下や公的サービスの低下などにより、地域社会の維持が
困難になることが予想される。
そこで、地域の担い手確保や将来的な移住につなげるため、本町
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
への関心や関わりを築く「関係人口」の創出に取り組むとともに、
連する寄附を行った法人に対する特例
企業や個人による本町への寄附等により、本町の地方創生に関
する取組への積極的な関与を促すなど、本町への資金の流れの
創出を図り、日之影町まち・ひと・しごと創生推進計画事業による
人口減少の抑制と持続可能なまちづくりを目指す。

227

鹿児島県

鹿児島県阿久根市

笑顔あふれる阿久根市まち・ひと・しごと
鹿児島県阿久根市の全域
創生推進計画

阿久根市の人口は減少が続いており，人口減少や高齢化の増加
は，地域のコミュニティ機能に支障を及ぼし，その維持は大きな課
題となっています。
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
これらの課題に対応し，本市のまちの将来像である「帰ってきたく
連する寄附を行った法人に対する特例
なる 行ってみたくなる 東シナ海の宝のまち あくね」を達成する
ため，地域の資源を生かした「にぎわい」のあるまちを実現する事
業等の６つの基本目標を掲げ，施策を推進します。

計画本文

228

鹿児島県

鹿児島県姶良市

姶良市まち・ひと・しごと創生推進計画

鹿児島県姶良市の全域

人口構成の変化に伴い生じる課題に対応するため、第２期姶良
市総合戦略を踏まえ、「働くなら“あいら”事業」、「訪れるなら“あ
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
いら”事業」、「子育てなら“あいら”事業」、「住むなら“あいら”事
連する寄附を行った法人に対する特例
業」に取り組むことにより、2025年の目標人口80,000人、2060年の
目標人口70,000人の達成を目指す。

計画本文

229

鹿児島県

鹿児島県肝属郡肝付町

肝付町まち・ひと・しごと創生推進事業

鹿児島県肝属郡肝付町の全域

「肝付町にしごとをつくり、安心して働けるようにする」「肝付町へ
の新しいひとの流れをつくる」「若い世代の結婚・妊娠・出産・子育
ての希望をかなえる」「時代に合った地域づくり、安心な暮らしを守 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
るとともに、地域と地域を連携する」の４つの基本目標を掲げ、人 連する寄附を行った法人に対する特例
口減少による地域課題の解決に向けた取組実践により、“地域力
あふれる町”肝付町の実現を目指す。

計画本文

計画本文

230

沖縄県

沖縄県那覇市

那覇市まち・ひと・しごと創生推進計画

沖縄県那覇市の全域

子育てが楽しくなるまち「なは」、希望と活力あふれ暮らし働けるま
ち「なは」、みんなが健康で協働するまち「なは」の３つを「施策の
方向性」として定め、総合戦略上の基本目標とし、那覇市人口ビ
ジョンにおいて掲げた長期目標『将来にわたって人口30万人を維 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
持し、みんなの笑顔が輝く「なは」』及び「こども・子育て世代の定 連する寄附を行った法人に対する特例
着促進」「希望と活力あふれる雇用の維持と創出」「健康で次世代
を支えるシニアの増加」の３つの基本目標の達成に向けて取り組
む。

231

沖縄県

沖縄県浦添市

浦添市まち・ひと・しごと創生推進計画

沖縄県浦添市の全域

人口減少の歯止めを図り、将来にわたり活力あるまちづくりを進
めるため、地域の活力を維持しつつ、出生率を向上させ、さらに
定住に繋がる街づくりを推進し、本市が目指す将来都市像である
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
「太陽とみどりにあふれた国際性ゆたかな文化都市」の確立に向
連する寄附を行った法人に対する特例
けて、本市の特徴を活かしながら、「まち」の活性化、「ひと」の増
加、「しごと」の創出を通して、好循環が持続するまちづくりを目指
します。

計画本文

沖縄県名護市の全域

人口流出の抑制に取り組み、地域経済の活性化と交流の更なる
活性化により、名護市が将来にわたって活力ある地域であり続け
られるよう、名護市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本的視点
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
として以下を設定し、これらに基づく施策を実施します。
連する寄附を行った法人に対する特例
視点１ 活力ある名護市 ～経済規模の拡大～
視点２ 名護に留まる・帰ってくる・入ってくる ～社会増の増加～
視点３ 子育てしたいまち・名護市 ～自然増の増加～

計画本文

沖縄市の全域

「新しいしごと・安定した雇用を創出する」、「若い世代の結婚・妊
娠・出産・子育ての希望をかなえる」、「沖縄市への新しいひとの
流れをつくる」、「時代にあった特色ある地域をつくり、安全なくらし
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
を守るとともに、地域と地域を連携する」の４つを基本目標として
連する寄附を行った法人に対する特例
定め、2060年に人口約149,000人の達成し、『「しごと」が「ひと」を
呼び、「ひと」が「しごと」を呼びこむ好循環を支える「まち」をつく
る』という流れの確立に向け取り組む。

計画本文

沖縄県国頭郡恩納村の全域

恩納村の人口は年々増加しているものの出生率の低下や若者の
流出により若年層が減少傾向にあり、地域経済の低迷や地域活
力の低下が懸念されている。
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
安心して子育てができ、住み続けられる持続可能なむらづくりに
連する寄附を行った法人に対する特例
向けて、結婚の希望をかなえる支援、子育て環境の充実を図るこ
とで、出生率の向上や子育て世代の定住促進を図るとともに、雇
用の創出・確保によって地域経済の活性化を目指す。

計画本文

都市と集落の共存するまち・ひとと自然が共生し、調和のとれた
安心・安全なまちづくりを推進し、若い世代の結婚・妊娠・子育て
の希望を叶え、また、ひとや企業を応援し、新たな雇用創出を図
る環境づくりに取り組む。

計画本文
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沖縄県

沖縄県

沖縄県名護市

沖縄市

名護市まち・ひと・しごと創生推進計画

沖縄市まち・ひと・しごと創生推進計画
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沖縄県

沖縄県国頭郡恩納村

恩納村まち・ひと・しごと創生推進計画
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沖縄県

沖縄県島尻郡八重瀬町

八重瀬町まち・ひと・しごと創生推進計画 沖縄県島尻郡八重瀬町の全域

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

