
地方公共団体
②審査

地域再生推進法人

○ 地域再生を推進するにあたっては、地方公共団体のみならず、より地域住民に近い立場でのコーディネー
ター役として、コミュニティ再生などのノウハウを蓄積したＮＰＯ等と連携して取り組むことが重要。

○ このため、地方公共団体の補完的な立場で地域再生の推進に取り組む組織として、ＮＰＯ法人等の非営利
法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社を地域再生推進法人として指定することが
できる制度を創設。

③指定①申請

地域再生推進法人の概要

〇 地域再生事業の担い手として、公的位置付けが付与される。

〇 地方公共団体に対して地域再生協議会を組織するよう要請することができる。

〇 農林水産省が所管する農山漁村振興交付金の一部の事業においては、地域再生推進法人が事業実施主体
として、直接の交付対象となることができる。

地域再生推進法人の指定の主なメリット

以下のいずれかの業務を行う。

〇 地域再生事業推進業務
地域再生事業の実施又は当該事業への参加

〇 情報提供等業務
地域再生事業者への情報提供、相談その他の援助

〇 調査研究業務
地域再生の推進に関する調査研究

〇 土地等取得業務
地域再生事業推進業務に要する土地の取得、管理及び譲渡

※その他、生涯活躍のまち形成事業計画の作成又は変更の提案 等

地域再生推進法人の業務地域再生推進法人の指定フロー

④監督等



地域再生推進法人の一覧
指定数：50※

※同一法人を複数地方公共団体で指定している場合がある（重複排除すると39法人）

（内閣府調査に基づく令和４年12月末時点の指定状況）

社会福祉法人創生会（函館市）

株式会社エリアプラン西尾（西尾市）

公立大学法人奈良県立医科大学（橿原市）

社会福祉法人池田博愛会（三好市）
一般社団法人三好みらい創造推進協議会（三好市）
一般社団法人地球のテーマパーク（三好市）

株式会社日本政策投資銀行（東京都・横浜市・川崎市）

株式会社ましこカンパニー（益子町）

一般社団法人遠野ふるさと公社（遠野市）
一般社団法人遠野ふるさと商社（遠野市）

社会福祉法人九十九里ホーム（匝瑳市）

株式会社東川振興公社（東川町）

一般社団法人北海道古民家再生協会（石狩市）

社会福祉法人日本介護事業団（江別市）

一般社団法人茨城県古民家再生協会（古河市）

公益社団法人青年海外協力協会（駒ケ根市）

一般社団法人静岡県古民家再生協会（静岡県）

七ヶ宿まちづくり株式会社（七ヶ宿町）

一般社団法人南魚沼市まちづくり推進機構（南魚沼市）

公益財団法人富山県新世紀産業機構（富山県）

一般社団法人ノオト（丹波篠山市）

一般社団法人なぎポスト（奈義町）
一般社団法人ビジット奈義（奈義町）

一般社団法人奈義しごとえん（奈義町）

一般社団法人利根沼田テクノアカデミー（沼田市）

一般財団法人北陸産業活性化センター（富山県・石川県・福井県）

公益社団法人青年海外協力協会（安芸太田町）

一般社団法人古民家再生協会滋賀（長浜市・米原市）

特定非営利活動法人なんぶ里山デザイン機構（南部町）
公益社団法人青年海外協力協会（南部町）

特定非営利活動法人南部町総合型地域スポーツクラブ（南部町）

特定非営利活動法人日高わのわ会（日高村）

一般社団法人別府市産業連携協働
プラットフォームB-bizLINK（別府市）

株式会社EM研究機構（北中城村）

一般社団法人まちのtoolbox（都留市）

一般社団法人全国古民家再生協会（宮城県）

一般社団法人高取町しごとコンビニ（高取町）

一般社団法人全国古民家再生協会（茨城県）

株式会社YOKOHAMA URBAN SOLUTION ALLIANCE（横浜市）

一般社団法人全国古民家再生協会（福岡県）

一般社団法人長寿子宝社（伊仙町）

一般社団法人全国古民家再生協会（福島県）

一般社団法人全国古民家再生協会（富山県）

一般社団法人都留まなびの未来づくり推進機構（都留市）

一般社団法人まちづくり西都KOKOKARA（西都市）



地域再生推進法人の一覧［１/５］（指定数50全39法人）
地方公共団体 法人名 事業分類 地域再生推進法人の事業概要

北海道函館市 社会福祉法人 創生会 ・生涯活躍のまちの推進 ・福祉コミュニティエリア整備事業（生涯活躍のまち形成事業）

北海道江別市 社会福祉法人 日本介護事業団 ・生涯活躍のまちの推進 ・江別市生涯活躍のまち整備事業
・中高年齢者や障がい者の就業、生涯学習、社会的活動への参加推進事業

北海道石狩市 一般社団法人 北海道古民家再生協会 ・古民家再生、空き家活用 ・古民家活用地域活性化（農泊）事業

北海道東川町 株式会社 東川振興公社
・生涯活躍のまちの推進
・地域商社
・観光振興

・多文化・多世代共生のまちづくり“東川版生涯活躍のまち”事業

岩手県遠野市 一般社団法人 遠野ふるさと公社 ・地域商社 ・地域の農林水産物や加工品に係る海外への新たな販路開拓
・商品開発、改良など地元事業者への指導

岩手県遠野市 株式会社 遠野ふるさと商社 ・地域商社 ・地域特産品の付加価値向上に向けた商品開発と販路開拓
・道の駅「遠野風の丘」の魅力向上と販促強化

宮城県 一般社団法人 全国古民家再生協会 ・古民家再生、空き家活用
・空き家の発生抑制に向けた住教育事業
・古民家、空き家の利活用促進に向けたセミナー事業
・移住促進に向けたDIY研修事業

宮城県七ヶ宿町 七ヶ宿まちづくり 株式会社 ・地域商社 ・施設運営等
・観光振興 ・移住支援

・ミニスーパー、ガソリンスタンド、飲食店等生活利便性を図るための
施設運営

・移住定住支援事業

福島県 一般社団法人 全国古民家再生協会 ・古民家再生、空き家活用 ・古民家等の修復再生、維持管理等に係る事業
・継承できる民家と街並みの保存、修景に係る事業 など

茨城県 一般社団法人 全国古民家再生協会 ・古民家再生、空き家活用
・空き家の発生抑制に向けた住教育事業
・古民家、空き家の利活用促進に向けたセミナー事業
・移住促進に向けたDIY研修事業
・危険空き家等の課題解決のための高齢者活用事業

※内閣府調査に基づく令和４年12月末時点の指定状況



地域再生推進法人の一覧［２/５］（指定数50全39法人）
地方公共団体 法人名 事業分類 地域再生推進法人の事業概要

茨城県古河市 一般社団法人 茨城県古民家再生協会 ・古民家再生、空き家活用 ・古民家等の修復再生、維持管理事業

栃木県益子町 株式会社 ましこカンパニー
・移住支援
・地域商社
・観光振興

・地域振興拠点施設「道の駅ましこ」の管理運営
・観光案内及び移住定住案内窓口の運営
・地域産品を活用した商品開発事業

群馬県沼田市 一般社団法人
利根沼田テクノアカデミー ・公的不動産の利活用 ・市内の廃校となった公共施設を利活用

・職業訓練、雇用の創出及び地域の活性化に貢献する事業

千葉県匝瑳市 社会福祉法人 九十九里ホーム ・生涯活躍のまちの推進
・サービス付き高齢者向け住宅、地域交流拠点施設、広域型特別養護
老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の整備、運営

・移住希望者のお試し居住やサービス付き高齢者向け住宅の入居者の
募集、コーディネーターの配置

東京都 株式会社 日本政策投資銀行 ・地域再生支援利子補給金
・物流システム高度化施設の整備や物流効率化、機械設備等の導入
・港湾施設の機能高度化に資する施設整備を行う事業者に対する資金の
貸付け

神奈川県横浜市 株式会社 日本政策投資銀行 ・地域再生支援利子補給金
・物流システム高度化施設の整備や物流効率化、機械設備等の導入
・港湾施設の機能高度化に資する施設整備を行う事業者に対する資金の
貸付け

神奈川県横浜市 一般社団法人 YOKOHAMA URBAN 
SOLUTION ALLIANCE ・海外インフラビジネス推進 ・公民連携による国際技術協力（Y-PORT事業）を通じた市内企業等の

海外展開の促進

神奈川県川崎市 株式会社 日本政策投資銀行 ・地域再生支援利子補給金
・物流システム高度化施設の整備や物流効率化、機械設備等の導入
・港湾施設の機能高度化に資する施設整備を行う事業者に対する資金の
貸付け

新潟県南魚沼市 一般社団法人
南魚沼市まちづくり推進機構

・起業支援
・移住支援
・生涯活躍のまちの推進

・移住者等の就業、起業・創業支援
・地域の雇用創出の提言と支援
・地域産業活性化のための事業

富山県 公益財団法人 富山県新世紀産業機構 ・地域再生支援利子補給金 ・県内企業の独自技術の開発、新商品開発、新分野進出等支援
・企業立地環境の整備と企業誘致

※内閣府調査に基づく令和４年12月末時点の指定状況



地域再生推進法人の一覧［３/５］（指定数50全39法人）
地方公共団体 法人名 事業分類 地域再生推進法人の事業概要

富山県 一般社団法人 全国古民家再生協会 ・古民家再生、空き家活用
・空き家の発生抑制のための住教育事業
・移住希望者、空き家所有者を対象としたDIY研修事業
・空き家対策セミナー事業

富山県 一般財団法人 北陸産業活性化センター ・産業振興
・北陸地域における産業の高度化及び新産業の創出等に関する調査、
研究、支援等

・北陸地域の産業の活性化

石川県 一般財団法人 北陸産業活性化センター ・地域再生支援利子補給金
・産業振興

・北陸地域における産業の高度化及び新産業の創出等に関する調査、
研究、支援等

・北陸地域の産業の活性化

福井県 一般財団法人 北陸産業活性化センター ・産業振興
・北陸地域における産業の高度化及び新産業の創出等に関する調査、
研究、支援等

・北陸地域の産業の活性化

山梨県都留市 一般社団法人 まちのtoolbox ・生涯活躍のまちの推進 ・移住促進に関する事業、仕事創出に関する事業、生涯学習に関する事業、
健康増進に関する事業

山梨県都留市 一般社団法人
都留まなびの未来づくり推進機構

・生涯活躍のまちの推進
・学びのみらいづくり事業
の推進

・子どもたちが探究学習をする機会の提供
・教育人材が探究型学習について学ぶ機会の提供
・探究型学習の効果測定に関する研究
・地方自治法に基づく指定管理者制度による公共施設の運営受託に
関する業務

長野県駒ヶ根市 公益社団法人 青年海外協力協会 ・生涯活躍のまちの推進
・多世代・多文化交流の促進
・移住定住促進
・地域魅力向上の促進

静岡県 一般社団法人 静岡県古民家再生協会 ・古民家再生、空き家活用 ・古民家再生事業
・各種行政関連事業への参加協力

愛知県西尾市 株式会社 エリアプラン西尾 ・PFI事業 ・新たな官民連携手法(西尾市方式)による公共施設再配置第1次
プロジェクト（PFI事業）の推進

滋賀県長浜市 一般社団法人 古民家再生協会滋賀 ・古民家再生、空き家活用
・観光振興

・古民家再生事業
・古民家を活用した観光客の増加や移住定住の促進

※内閣府調査に基づく令和４年12月末時点の指定状況



地域再生推進法人の一覧［４/５］（指定数50全39法人）
地方公共団体 法人名 事業分類 地域再生推進法人の事業概要

滋賀県米原市 一般社団法人 古民家再生協会滋賀 ・古民家再生、空き家活用 ・古民家再生事業
・古民家を活用した観光客の増加や移住定住の促進

兵庫県丹波篠山市 一般社団法人 ノオト ・古民家再生、空き家活用 ・地域の空き家活用事業

奈良県橿原市 公立大学法人 奈良県立医科大学 ・古民家再生、空き家活用
・雇用創出

・まちなかライフサポート拠点（病院サテライト）の整備
・医農工薬連携をめざしたまちなかラボ（大学サテライト）の整備
・ライフサポートの充実とコミュニティの強化

奈良県高取町 一般社団法人 高取町しごとコンビニ ・生涯活躍のまちの推進 ・業務委託型短時間ワークシェアリング事業

鳥取県南部町 特定非営利活動法人
なんぶ里山デザイン機構

・移住支援
・生涯活躍のまちの推進
・古民家再生、空き家活用

・空き家を活用した移住者の誘致、移住者に対する就業相談業務
・ふるさと納税返礼品業務
・里山資源を活用した市民カレッジ、お試し住宅兼地域交流拠点の運営等

鳥取県南部町 公益社団法人 青年海外協力協会 ・生涯活躍のまちの推進 ・コミュニティづくり、障がい者の力を活用した共生社会づくり等

鳥取県南部町 特定非営利活動法人
南部町総合型地域スポーツクラブ

・健康増進と生涯スポーツ
の普及

・生涯活躍のまちの推進
・運動や健康づくりのプログラムの提供と活動の支援

岡山県奈義町 一般社団法人 なぎポスト
・生涯活躍のまちの推進
・多世代共生型ナギフト
制度運営

・まちづくり企画、調査
・他法人との連携、支援
・多世代共生型ナギフト制度の運営

岡山県奈義町 一般社団法人 ビジット奈義 ・観光まちづくりの推進
・生涯活躍のまちの推進

・住民や事業者等と連携した観光まちづくり事業
・観光、交通、交流、小商いの拠点「ナギテラス」の運営活用事業
・特産品開発事業

岡山県奈義町 一般社団法人 奈義しごとえん ・新しい仕事のカタチ創出
・生涯活躍のまちの推進

・子育てママからシニア世代まで全世代全員活躍型仕事コンビニ事業
・町民スキルアップ事業
・農業ワークシェアリング事業
・テレワーク誘致事業

※内閣府調査に基づく令和４年12月末時点の指定状況



地域再生推進法人の一覧［５/５］（指定数50全39法人）
地方公共団体 法人名 事業分類 地域再生推進法人の事業概要

広島県安芸太田町 公益社団法人 青年海外協力協会 ・生涯活躍のまちの推進 ・空き家、空き地を活用したタウン型生涯活躍のまち推進事業
・高齢者配食サービス、高齢者見守り事業、障がい者就労支援事業

徳島県三好市 社会福祉法人 池田博愛会 ・生涯活躍のまち推進
・福祉サービスの提供

・多世代交流支援、いきがいづくり支援、コミュニティ形成支援を目的
とした地域交流拠点施設の運営

・高齢者福祉サービス

徳島県三好市 一般社団法人
三好みらい創造推進協議会

・起業等支援
・移住支援
・生涯活躍のまち推進
・空き家活用

・起業創業・就業支援
・お試し暮らし住宅の運営管理及び移住相談
・お試し体験を目的とした地域交流拠点施設の運営
・空き家の発掘・活用事業

徳島県三好市 一般社団法人 地球のテーマパーク ・観光振興 ・アウトドアスポーツのまちづくりの推進に資する事業

高知県日高村 特定非営利活動法人 日高わのわ会 ・交流拠点施設の運営
・トマトを軸に「食」「体験」「宿泊」のサービスを提供できる宿泊機能
付き交流拠点施設の運営

・交流拠点機能の効果促進事業

福岡県 一般社団法人 全国古民家再生協会 ・古民家再生、空き家の活用
・空き家の発生抑制や利活用促進に関する住教育事業
・消費者が将来の住まいを選択する力を養うための住育学校事業
・空き家課題の解決に向けた空き家座談会・相談業務
・関係人口の創出・移住促進に関するDIY研修事業

大分県別府市
一般社団法人
別府市産業連携協働プラットフォーム
Ｂ－ｂｉｚＬＩＮＫ

・起業支援
・移住支援
・古民家再生、空き家活用
・観光振興

・インバウンド対策事業
・マーケティング調査事業
・ＩＣＴを活用した観光産業生産性向上事業

鹿児島県伊仙町 一般社団法人 長寿子宝社 ・生涯活躍のまちの推進
・福祉サービスの提供

・地域共生社会・健康増進・介護予防に関する事業の企画、実施及び
施設運営、組織開発

宮崎県西都市 一般社団法人
まちづくり西都KOKOKARA

・次世代人材の育成
・地域経済の活性化

・まちづくり会議の開催による研修会やワークショップの推進
・地域経済の循環促進

沖縄県北中城村 株式会社 ＥＭ研究機構 ・産業振興 ・農福観連携による地域づくりエリアの整備（バイオガス発電、水耕
栽培、体験農園）

※内閣府調査に基づく令和４年12月末時点の指定状況
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