
（単位：円）

都道府県 地方公共団体名 地域再生計画名 R1事業費 R1寄附額

北海道 北海道 北海道未来人財応援プロジェクト 6,996,005 300,000 非公表３社

北海道 北海道 先人から受け継いだ財産を次世代につなぐプロジェクト 35,189,710 1,696,924 アサヒビール(株)
サッポロホール
ディングス（株）

合同酒精(株)

北海道 北海道 木のまち旭川エリア『未来づくり感響プロジェクト』 894,521 800,000 明和地所(株)

北海道 北海道 おいでよ！天空の園・松山湿原の森プロジェクト 1,000,158 1,000,000 (株)ＳＵＢＡＲＵ

北海道 小樽市 おたる子育て応援事業 4,217,022 100,000
あいおいニッセイ同和損害保
険(株)

北海道 室蘭市 フェリーでつながる宮古地域との交流促進事業 1,243,000 100,000 非公表1社

北海道 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拠点
整備プロジェクト

229,660,400 0

北海道 夕張市 コンパクトシティの推進加速化と地域資源エネルギー調査 936,171,913 335,276,228
(株)ニトリホール
ディングス

北海道労働金庫 末廣屋電機(株)  

北海道 夕張市 夕張の未来をつくるプロジェクト 144,094,417 123,931,000 (株)ツムラ

北海道 夕張市 攻めの農林業！～夕張百年の計～ 11,418,792 11,418,790 (株)ツムラ (株)ホリ (株)共立測量設計

北海道 夕張市
グローバル人材育成を核とした夕張の教育環境魅力化プロジェクト～僕ら
が日本の先山になる～

10,836,792 10,000,000 (株)れんせい (株)練成会

北海道 美唄市 放課後児童対策充実化計画 882,512 800,000 (株)タカフジ興産 (株)タカフジ

北海道 美唄市 子育て支援環境改善計画 5,270,400 5,000,000
環境エンジニアリ
ング(株)

北海道 北広島市 きたひろマリッジ推進プロジェクト 0 0

北海道 北広島市
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ロジェク
ト

18,198,769 143,269 石屋製菓(株)

北海道 七飯町 道の駅なないろ・ななえ活用推進事業 0 0

北海道 江差町 江差こども未来応援プロジェクト 2,770,258 0

北海道 せたな町 「観光」×「交通」まちづくり再生計画 5,323,550 0

北海道 赤井川村 日本で最も美しい村づくり推進による赤井川村活性化プロジェクト 642,619 0

北海道 雨竜町 子育て世代に魅力あるまちづくり計画 7,670,000 0

北海道 北竜町 地域資源を企業と連携し活用した新たな産業振興プロジェクト 24,244,800 400,000 非公表１社

北海道 東川町 地方創生人材育成サイクル構築プロジェクト 151,496,947 144,800,000 花本建設(株)
サイバートラスト
(株)

(株)良品計画 大榮産業(株) (株)アクトギア
(株)伊藤建築コンサ
ルタント

(株)ホクリク

北海道 美瑛町 日本で最も美しい村づくり推進による美瑛町活性化プロジェクト 2,425,367 2,000,000
キャリーシステム
(株)

(株)ル・スティル

北海道 上富良野町 活火山の恵みと脅威を活力に～「十勝岳」魅力再発見プロジェクト～ 2,183,090 1,000,000
(株)モリタエレテッ
ク

北海道 厚真町 あつまグリーン・ツーリズム推進プロジェクト 0 0

北海道 様似町 アポイ岳ユネスコ世界ジオパークによるまちづくり 8,776,020 1,000,000
東邦オリビン工業
(株)

北海道 新ひだか町 二十間道路桜並木樹勢回復事業 6,000,000 6,000,000
(株)テラスホール
ディングス

(有)五十嵐産業

北海道 広尾町 子ども農山漁村交流から始める「まち・ひとづくり」 7,169,488 4,700,000 大昭電気工業(株)
東日本冨士新道
路(株)

(株)アルムシステ
ム

(株)十勝あすなろ
会

(株)アルム
(株)北海道あすな
ろ会

(株)北口電器商会

北海道 浦幌町 副業・ボランティアを活用した十勝うらほろ地域創生計画 19,366,900 1,000,000 大昭電気工業(株)

北海道 弟子屈町 魅力ある弟子屈高校支援・弟子屈町人材育成プロジェクト 3,471,808 0

北海道 中標津町 町立中標津農業高校修学支援による人材育成プロジェクト 218,227,870 1,600,000
(株)コーンズ・エー
ジー

一般社団法人ジェネティクス
北海道 雪印メグミルク(株) コマツ道東(株) その他非公表3社

青森県 青森県 世界遺産「白神山地」保全と活用推進プロジェクト 5,052,812 4,000,000 木村化工機(株)
(株)関電パワー
テック

(株)クリハラント 新菱冷熱工業(株) その他非公表1社

青森県 青森県 十和田・奥入瀬・八甲田魅力「深」発見プロジェクト 16,297,986 6,100,000 木村化工機(株)
(株)環境総合テク
ノス

(株)関電パワー
テック

(株)クリハラント 新菱冷熱工業(株) その他非公表1社

青森県 青森県 未来のトップ・アスリート発掘・育成プロジェクト 3,430,762 3,400,000 木村化工機(株)
(株)関電パワー
テック

(株)クリハラント

青森県 弘前市 弘前さくらまつりにぎわい創出事業 203,404 0

青森県 八戸市
妊娠・出産・子育ての希望をかなえるまち八戸プロジェクト　～八戸版ネウ
ボラの実現にむけて～

408,059,566 0

企業版ふるさと納税　令和元年度寄附実績一覧

寄附企業



青森県 八戸市 八戸都市圏の食ブランドを活かした広域連携による稼ぐ力強化事業 30,068,634 2,000,000
REGAIN
GROUP(株)

青森県 十和田市 冬季観光充実・強化による地方創生推進プロジェクト 40,612,000 20,000,000
(株)三沢奥入瀬観
光開発

宝産業(株)

青森県 むつ市 次代を担うプラチナ人財育成プロジェクト 6,018,882 600,000
六ヶ所エンジニア
リング(株)

(株)さくらエステー
ト

(株)東酸
東京システム特機
(株)

青森県 むつ市 子どもの笑顔かがやくムチュらんどプロジェクト 8,537,800 400,000 アツギ(株)
六ヶ所エンジニア
リング(株)

(株)さくらエステー
ト

(株)東酸

青森県 平川市 ひらかわ住みたい・産みたい・育てたいまちプロジェクト 95,256,859 1,000,000
(株)日本マイクロ
ニクス

青森県 平川市 世界一の扇ねぷた知名度アッププロジェクト 3,312,244 0

青森県 中泊町 養殖推進プロジェクト 5,345,000 5,340,000 日本風力開発(株)

青森県 七戸町 新規就農による移住促進事業 2,011,183 2,000,000 天間建設(株)

青森県 東通村 移住・定住へ選ばれる東通村づくりプロジェクト 180,126,802 174,700,000
六ヶ所エンジニア
リング(株)

日鉄鉱業(株)
三菱マテリアル
(株)

東京電力ホール
ディングス(株)

(株)みちのく計画 その他非公表4社

青森県 東通村
東通村最高級生産物３本の矢を中心とした農水産物ブランディングプロ
ジェクト

67,542,062 44,500,000
六ヶ所エンジニア
リング(株)

日鉄鉱業(株)
三菱マテリアル
(株)

東京電力ホール
ディングス(株)

その他非公表4社

青森県 東通村 東通村教育環境デザイン推進プロジェクト 204,617,491 204,361,000
六ヶ所エンジニア
リング(株)

日鉄鉱業(株)
三菱マテリアル
(株)

東京電力ホール
ディングス(株)

その他非公表4社

青森県 三戸町 「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ト 4,379,667 1,100,000 (株)こぐま社 (株)セキグチ

岩手県 岩手県
外国人と共生する国際研究交流拠点形成のための受入環境整備推進事
業

7,554 0

岩手県 岩手県 いわて産業人材奨学金返還支援計画 13,030,170 0

岩手県 盛岡市 いにしえの想いを伝える「桜の里」強化再生プロジェクト 1,553,298 0

岩手県 宮古市 フェリーでつながる宮古・室蘭地域交流促進事業 1,097,054 0

岩手県 遠野市 遠野型インバウンド「永遠の日本のふるさと遠野」世界発信プロジェクト 0 0

岩手県 遠野市 企業支援による若者しごとサポート事業 5,000,000 5,000,000 非公表３社

岩手県 陸前高田市 運動公園整備による交流促進のまちづくり 2,685,943,300 0

岩手県 陸前高田市 （仮称）一本松記念館による交流促進のまちづくり 0 0

岩手県 二戸市 日本の歴史遺産を支える「うるしの郷」再生プロジェクト 16,387,872 2,000,000
盛岡ターミナルビ
ル(株)

岩手県 滝沢市
最先端教育の実施と若者と企業の交流促進による「滝沢人」市場価値向
上プロジェクト

18,678,000 9,300,000
東京システムズ
(株)

シン・エナジー(株)
(株)ビーネックスグ
ループ

(株)エー・アール・
シー

(株)リヴァイト

岩手県 紫波町 スポーツを通じた交流推進プロジェクト 1,796,066 0

岩手県 西和賀町 西和賀町温泉地活性化プロジェクト 71,510,732 39,397,224 (株)ベスト

岩手県 軽米町 わ　かるまい　地域ぐるみ　いきいき子育て支援プロジェクト 29,000,000 29,000,000
Ｓｋｙ　Ｓｏｌａｒ　Ｊａｐ
ａｎ(株)

その他非公表2社

岩手県 軽米町 わ　かるまい　雇用創出プロジェクト 0 0

(株)佐賀組 宮城建設(株) 水中開発(株) 小針土建(株) 三国屋建設(株)
深田サルベージ建
設(株)

コハラ工業(株)
(有)丸久舘石潜水
工業

五洋建設(株) (株)海洋潜水

日本潜水工事(株) 東亜建設工業(株) (株)東京久栄 (株)白海 (株)不動テトラ
一般社団法人日
本潜水協会

(株)大歩 山口建設(株) その他非公表1社

宮城県 宮城県 みやぎマリアージュ推進プロジェクト 14,939,104 7,500,000
東日本旅客鉄道
(株)

宮城県 宮城県 みやぎ防災林パートナーシップ推進プロジェクト 1,621,646 0

宮城県 宮城県
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新機軸
創出計画

95,468,230 100,000
医療法人社団有
恒会

宮城県 宮城県 宮城を力強く牽引する新エネルギー・環境関連産業創出・育成計画 14,573,000 1,000,000 非公表１社

宮城県 宮城県 地域活性化型みやぎキャッシュレス推進計画 19,650,400 100,000 非公表１社

宮城県 石巻市 雇用創出拡大プロジェクト 21,472,038 4,100,000
(株)データホライゾ
ン

武田薬品工業(株) 東光電気工事(株) サンリノベ(株) その他非公表2社

宮城県 石巻市 交流人口拡大プロジェクト 3,204,950,000 1,900,000 ＴＯＴＯ(株) (株)ニッケーコー
医療法人社団創
志会

三井住友海上火
災保険(株)

昭和(株)

宮城県 気仙沼市 津波死ゼロのまちづくり自主防災組織育成・強化事業 1,922,800 1,922,000 非公表１社

宮城県 気仙沼市 本吉放牧場　「パークゴルフでまちづくり」事業 3,036,603 3,000,000 非公表2社

宮城県 岩沼市
みんなで盛り上げる東日本大震災の復興シンボル「千年希望の丘」プロ
ジェクト

20,736,600 4,600,000
JBCCホールディ
ングス(株)

(株)伊藤チェーン 協和運輸倉庫(株) 山形開発工業(株)
第一ホテルサービ
ス(株)

武田薬品工業(株)
伊藤忠テクノソリューションズ
(株) (株)大高商会

ネッツトヨタ仙台
(株)

岩手県 洋野町 南部もぐり養成応援プロジェクト 13,281,998 3,900,000



宮城県 東松島市 “絆交流”から育む観光地域づくりプロジェクト 7,469,000 3,700,000 (株)東北共立 (株)サワ (株)五大建設足場
(株)アイ・ケー・エ
ス

武田薬品工業(株)
(株)国際開発コン
サルタンツ

その他非公表2社

宮城県 東松島市 子ども・子育て応援プロジェクト 425,580 400,000 日本建設興業(株) (株)サワ ボッシュ(株)

宮城県 大崎市 ものづくり企業等魅力向上・情報発信強化支援事業 12,372,960 10,000,000
(株)ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｉｅｓ

宮城県 山元町 人が人を呼び、人を育てるにぎわいまちづくりプロジェクト 14,685,000 3,000,000
アサヒグループホールディン
グス(株)

宮城県 加美町 遊びと体験の充実によるアクティブファミリーの誘致促進事業 0 0

宮城県 加美町 スポーツツーリズムによる地域交流促進計画 17,103,776 0

宮城県 加美町
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る心のバリア
フリー推進プロジェクト

6,135,071 800,000 江崎グリコ(株) その他非公表2社

宮城県 加美町
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る加美町ユ
ニバーサルタウン推進・プロジェクト

96,075,540 1,000,000 非公表１社

宮城県 加美町
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る加美町ユ
ニバーサルツーリズム・プロジェクト

38,934,500 0

宮城県 南三陸町 「森里海ひと」の地域ブランド化推進計画 7,108,000 1,100,000
医療法人社団創
志会

武田薬品工業(株)

秋田県 秋田県 世界遺産白神山地の保全を通じて「高質な田舎」を実現するプロジェクト 10,163,484 3,300,000 (株)アイビック (株)アルビオン
オリジナル設計
(株)

医療法人社団創
志会

秋田県 秋田県 秋田の里地里山を守り継ぐプロジェクト 7,094,937 1,100,000 (株)アルビオン
NTCコンサルタン
ツ(株)

全農畜産サービス
(株)

DOWAエコシステ
ム(株)

DOWAエレクトロニ
クス(株)

DOWAメタルマイン
(株)

古河林業(株)

秋田県 秋田県
企業と学生の医工連携人材育成を通じた地域産業の競争力強化を実現す
るプロジェクト

3,123,333 800,000 ニプロ(株)
住友ベークライト
(株)

損保ジャパンキャリアビュー
ロー(株)

秋田県 秋田県 移住者を読書で呼び込む秋田の元気創造事業 7,623,302 3,100,000
シービーシー総研
(株)

(株)トーハン

秋田県 秋田県 あきたスマイルケア食研究開発事業 1,500,879 1,100,000 (株)京急百貨店
あいおいニッセイ同和損害保
険(株)

秋田県 秋田県 「秋田犬」活用による観光地域づくり推進計画 158,454,794 1,700,000 いであ(株) (株)東京メニックス
DOWAエコシステ
ム(株)

DOWAメタルマイン
(株)

DOWAエレクトロニ
クス(株)

秋田県 秋田県 健康づくり県民運動推進計画 30,105,650 500,000 ニプロ(株)

秋田県 秋田市 生涯活躍のひとづくり推進プロジェクト 3,508,370 100,000
あいおいニッセイ同和損害保
険(株)

秋田県 横手市 「増田まんが美術館ＰＲ戦略」による交流人口拡大プロジェクト 16,912,784 0

秋田県 横手市 「みんなでささえあい燦く地域づくり」事業 37,228,775 0

秋田県 横手市 持続可能な「ホップの郷」づくり事業 2,725,564 2,000,000 (株)大昌園

秋田県 大館市 ペットと泊まれる宿泊施設整備事業 4,205,312 0

秋田県 鹿角市 鹿角市文化遺産を生かした着地型観光推進プロジェクト 1,650,000 1,100,000
(株)ユーラスエナジーホール
ディングス

パワーシェアリン
グ(株)

秋田県 大仙市 野球を通じた交流人口拡大プロジェクト 5,840,000 1,600,000 非公表8社

秋田県 仙北市 桜に彩られたまちづくり計画 1,995,810 1,000,000 アステリア(株)

秋田県 美郷町 “生薬の里　美郷”構想推進事業 12,028,642 12,000,000 非公表1社

秋田県 美郷町 “美郷で定住”促進プロジェクト 1,836,000 200,000 非公表1社

山形県 山形県 雪の魅力を最大限に活用したしごとづくり 0 0

山形県 山形県 都市公園を活用した交流人口の拡大 7,059,000 0

山形県 山形県 地域の景観資源を活用した交流人口の拡大 210,104 210,104 (株)CPC
あいおいニッセイ同和損害保
険(株)

山形県 山形県 酒田海洋センターリニューアルプロジェクト 1,019,315 1,019,315 日本通運(株)
ジャパン・リニューアブル・エ
ナジー(株) その他非公表3社

山形県 山形県 やまがたの山魅力向上推進プロジェクト 10,820,700 0

山形県 米沢市 地域商社を核とした官民協働によるオール米沢での米沢ブランド戦略事業 86,957,346 2,000,000 (株)横浜ライテック
(株)TSI・プロダクション・ネット
ワーク

山形県 酒田市 東北公益文科大学生酒田定着プロジェクト 7,795,284 5,000,000 (株)栄電子

山形県 南陽市 森林と共に活きる『森林資源利活用事業』 3,000,000 3,000,000 非公表1社

小松建設(株)
進和ラベル印刷
(株)

税理士法人黒沼
共同会計事務所

日本地下水開発
(株)

(株)ＥＸＣＥＥＤ 渋谷建設(株) 東北電化工業(株) 峯田電器(株) 愛和建設(株)
(株)平吹設計事務
所

トヨタカローラ山形
(株)

小野建設(株)
三協コンサルタン
ト(株)

(株)鈴木建築設計
事務所

山形緑十字(株)
(株)山形開発測量
設計事務所

(株)羽陽不動産鑑
定事務所

(株)カトーコーポ
レーション

山形建設(株)
(株)金沢総合コン
サルタンツ

(株)高木 (株)市村工務店 (株)東北消防設備 中央開発(株) 石川建設産業(株) アースリストア(株)
山形パナソニック
(株)

その他非公表3社

山形県 中山町
最上川舟運文化が育んだ紅花が彩る豪農屋敷とイモニケーションが生み
出す関係・交流人口１０倍プロジェクト

38,970,557 11,200,000



山形県 飯豊町 世界が注目！　蓄電デバイス産業が集積するまちづくり 3,253,000 1,000,000 非公表1社

福島県 福島県 奥会津の魅力を活かす！レールがつなぐ自然と食の満喫モデル構築事業 153,155,051 0

福島県 福島市 若者の定住促進事業計画 2,189,000 2,189,000
ジーエルサイエン
ス(株)

福島県 福島市 大規模スポーツイベントを通じた地域活性化プログラム 9,820,269 100,000
あいおいニッセイ同和損害保
険(株)

福島県 いわき市 いわき市未来につなぐ人財応援事業（奨学金返還支援事業） 1,120,749 1,120,749 イオン(株) その他非公表1社

福島県 いわき市 いわきツーリズム魅力発信事業 9,999,000 4,999,500
東日本旅客鉄道
(株)

福島県 喜多方市 喜多方田舎暮らし支援プロジェクト 6,249,288 0

福島県 喜多方市 ものづくり企業等経営基盤強化支援プロジェクト 2,649,432 300,000 非公表1社

福島県 相馬市 相馬市子育て・教育環境充実プロジェクト 14,236,524 1,600,000
オリエンタルモー
ター(株)

(株)エスユーエス その他非公表1社

福島県 田村市 東京２０２０交流推進事業 22,119,625 0

福島県 桑折町 桑折っ子育成プロジェクト 12,499,920 1,300,000 旭計器(株) (株)第一

福島県 檜枝岐村 会津駒ケ岳山頂湿原木道整備計画 12,420,000 0

福島県 西郷村 西郷村若者定住・雇用促進事業（奨学金返還支援事業） 2,796,773 300,000 非公表1社

茨城県 茨城県 茨城県就職支援奨学金助成事業 61,461 0

茨城県 水戸市 伝承の味「水戸のわら納豆」を未来へつなぐプロジェクト 4,527,013 400,000 常総開発工業(株)

茨城県 水戸市 まちなか芝生広場プロジェクト 1,090,000 0

茨城県 水戸市 東町運動公園体育館魅力向上プロジェクト 0 0

茨城県 高萩市 高萩市スカウトフィールドを核とした地域活性化プロジェクト 500,000 0

茨城県 高萩市 高萩創生奨学金返還支援事業 3,939,538 500,000 大建工業(株) 極東製薬工業(株) その他非公表1社

茨城県 笠間市 日本一の栗の産地づくりプロジェクト 4,999,500 0

茨城県 かすみがうら市 筑波山・霞ヶ浦広域エリア観光連携促進事業 46,002,000 2,000,000 ダイプラ(株)

茨城県 行方市 行方市情報発信日本一プロジェクト 36,966,777 1,100,000
(株)RYコーポレー
ション

(株)フュチャーリン
クネットワーク

茨城県 境町
「河岸のまちさかい」復興プロジェクト～「エコカル（環境・歴史文化）・ディス
トリクト」構築事業～

0 0

茨城県 境町
「河岸のまちさかい」復興プロジェクト～「来て！見て！感じて！さかいま
ち」構築事業～

79,100,000 79,100,000 (株)オクスト
(株)ロイヤルグ
リーン

(株)山崎煙火製造
所

小沢道路(株)
神鋼環境メンテナ
ンス(株)

(株)ＴＨパートナー
ズ

(株)神鋼環境ソ
リューション

小西(株)

茨城県 境町
「河岸のまちさかい」復興プロジェクト～中心市街地空き家・空き店舗再生
活用事業～

1,000,000 1,000,000 (株)ニューライフ

茨城県 境町
「河岸のまちさかい」復興プロジェクト～「エコカル（環境・歴史文化）・ディス
トリクト」活用推進事業～

225,000,000 225,000,000 (株)アーネストワン
(株)アーキビジョン
二十一

茨城県 境町 「河岸の街さかい」復興プロジェクト～地場産品付加価値向上事業～ 0 0

栃木県 栃木県 とちぎ周遊観光促進計画 1,876,600 100,000 自然電力(株)

栃木県 宇都宮市 ＬＲＴ導入による魅力ある都市づくり事業 0 0

栃木県 宇都宮市 東京圏からの移住・定住、企業誘致の促進による地域創生事業 8,805,663 200,000 合同会社ＪＥＩ

栃木県 宇都宮市
地域資源の磨き上げによる街なかの個性づくりの更なる強化と魅力の発
信

9,260,481 300,000 非公表1社

栃木県 鹿沼市 「地域の夢」実現プロジェクト 34,932,497 100,000 非公表1社

栃木県 小山市 スポーツツーリズム推進計画 49,091,400 15,000,000 (株)エイジェック

栃木県 那須塩原市 那須塩原市体験型スポーツを活用したまちづくりプロジェクト 0 0

栃木県 益子町
滞在型観光地づくりを目指して～皇室ゆかりの歴史的建築物（仮称）平成
館改修事業～

0 0

栃木県 芳賀町 ＬＲＴ導入による鉄道のないまち躍動プロジェクト 244,128,566 0

群馬県 群馬県 「ぐんまの絹」再興プロジェクト 6,457,000 0

群馬県 群馬県
群馬交響楽団による魅力向上プロジェクト～音楽を通じた人の交流創出計
画～

35,585,000 100,000 みどり化学(株)



群馬県 群馬県 豊かなぐんまの環境を未来につなぐプロジェクト 66,440,790 4,744,131 (株)グローセル サントリー酒類(株) (株)カインズ クミ化成(株) ユニー（株） （株）伊藤園

群馬県 群馬県 先端ものづくり産業等支援強化計画 118,741,008 5,400,000 (株)ＳＵＢＡＲＵ 信越理研(株) (株)小林建設 山崎金属産業(株) その他非公表1社

群馬県 群馬県 「魅力あふれるアウトドアぐんま」の推進計画 86,978,927 100,000 みどり化学(株)

群馬県 群馬県 来てみてよかった！ぐんま暮らし支援事業計画 65,185,319 0

群馬県 群馬県 ぐんま「稼ぐ農林業」促進事業計画 104,605,702 0

群馬県 群馬県 「ぐんまに外国人材を呼び込む」プロジェクト計画 25,223,670 0

群馬県 群馬県 ぐんま「強い産業づくり」推進事業計画 72,821,074 0

群馬県 群馬県 ぐんま「次世代モビリティ」推進事業計画 41,941,533 0

群馬県 群馬県 ぐんまで働こう！若者の活躍促進事業計画 143,739,444 200,000 みどり化学(株) 中央労働金庫

群馬県 群馬県 プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業 24,481,777 0

群馬県 群馬県 「魅力あふれる観光県ぐんま」の推進 505,008,854 0

群馬県 群馬県 「協働チーム」による付加価値創出・海外販路開拓計画 96,931,562 0

群馬県 前橋市 地域の偉人等を活用したまちなか文化芸術・歴史空間の創生事業 5,183,410 0

群馬県 前橋市
社会全体で子育てを支え合う風土づくりによる「２人目の壁打破」プロジェク
ト

76,332,610 0

群馬県 前橋市 ぐんま「次世代モビリティ」推進事業計画 5,651,237 0

群馬県 前橋市 ぐんまで働こう！若者の活躍促進事業計画 52,500,000 0

群馬県 前橋市 「協働チーム」による付加価値創出・海外販路開拓計画 2,134,340 0

アイオー信用金庫 イオンモール(株) 王子製鉄(株) 桐生信用金庫 (株)上毛新聞社 (株)ＳＵＢＡＲＵ
住友重機械エンバ
イロメント(株)

日本発条(株)
パナソニック　ホー
ムズ北関東(株)

日野自動車(株)

富士スバル(株) 三菱電機(株)
(株)両毛システム
ズ

その他非公表4社

群馬県 沼田市 「協働チーム」による付加価値創出・海外販路開拓計画 6,000,000 0

(株)シーエスラボ
アサヒカルピス
ウェルネス(株)

三笠産業(株) アサヒ飲料(株) 環境システム(株) (株)佐野建材 星野総合商事(株)
サントリービール
(株)

(株)知識経営研究
所

館林アスコン(株)

(株)アイ・ディー・
エー

技研コンサル(株) 東武不動産(株) 都市設計(株) その他非公表1社

群馬県 渋川市 元気な中心市街地にぎわい創出プロジェクト 17,981,755 1,000,000 Vidya Japan(株) クミ化成(株)

群馬県 安中市 「魅力あふれる観光県ぐんま」の推進 11,704,000 0

群馬県 吉岡町 文化財を資源とした交流エリア形成プロジェクト 374,344 0

群馬県 上野村 林業技術研修事業 550,000 0

群馬県 上野村 Ｉターン者が人口の２０％を占める上野村の新たな移住定住促進事業 5,758,500 0

群馬県 下仁田町
ねぎとこんにゃく下仁田奨学金事業～金融機関と連携した教育制度の充
実施策～

1,991,734 500,000 非公表5社

群馬県 南牧村 来てみてよかった！ぐんま暮らし支援事業計画 990,000 0

群馬県 甘楽町
「甘楽みんなで子育てプロジェクト」甘楽町多世代サポートセンター整備・運
営事業

12,568,464 300,000 非公表1社

群馬県 中之条町 中之条ビエンナーレ　～アートを通じた定住・移住・交流増進プロジェクト～ 100,000 100,000
(株)エヌエスケー
エコーマーク

群馬県 嬬恋村 来てみてよかった！ぐんま暮らし支援事業計画 8,531,569 0

群馬県 川場村 森林資源を活用したエネルギー開発と農産物ブランド化プロジェクト 5,000,000 1,500,000 （株）エコ計画
日本スキー場開発
（株）

群馬県 明和町 地元企業と連携した次世代応援計画 8,320,145 0

埼玉県 埼玉県 埼玉の魚影豊かな川づくり推進計画 8,979,081 200,000 松田産業(株) リプロテック(株)

埼玉県 埼玉県 森林技術者の確保・育成計画 9,944,033 150,000
森林パートナーズ
(株)

埼玉県 埼玉県 米・麦・大豆の優良種子生産体制強化プロジェクト 25,638,812 0

埼玉県 埼玉県 子ども食堂応援プロジェクト 10,900,000 200,000
パスファインダー
ズ(株)

(株)アイランド不動
産

群馬県 太田市 リブランディングによるものづくりのまち「ＯＴＡ」プロモーション事業 5,993,000 2,900,000

群馬県 館林市 世界に誇る「つつじ」の名園を中心とした交流人口拡大事業 5,510,402 5,500,000



埼玉県 埼玉県 埼玉の川の再生　「川の国埼玉」を目指して 3,175,600 100,800
サッポロビール
(株)

埼玉県 熊谷市 ラグビーによるまちづくり事業 1,548,162,599 100,000
(株)東京ポリエチ
レン印刷社

埼玉県 所沢市 住んでみたい・訪れてみたいまち所沢プロジェクト 146,151,700 100,000 (株)ＫＡＤＯＫＡＷＡ

埼玉県 飯能市
森林文化都市はんのう　魅力ある都市回廊空間づくりのためのブラッシュ
アッププロジェクト　～飯能河原周辺環境整備事業～

5,616,622 0

埼玉県 飯能市
森林文化都市はんのう　魅力ある都市回廊空間づくりのためのブラッシュ
アッププロジェクト　～あけぼの子どもの森公園再整備事業～

63,730,700 0

埼玉県 狭山市 潜在的な魅力発見！　モノづくりのまち　さやま 1,855,696 100,000 栄香料(株)

埼玉県 深谷市 郷土の偉人渋沢栄一顕彰×継承プロジェクト 59,186,800 55,400,000 関東総合輸送(株) 湯本内装(株) (株)ＬＩＸＩＬ (株)特殊衣料 その他非公表9社

埼玉県 川島町 川島町子育て支援総合センター整備計画 24,602,957 550,000
日之出水道機器
(株)

(有)ムサシ運輸

千葉県 船橋市 買い物弱者対策事業計画 2,000,000 1,000,000 昭和産業(株)
市川市農業協同
組合

三井不動産商業
マネジメント(株)

ちば東葛農業協同
組合

(株)ジェイコム千葉

千葉県 野田市 自然と共生するまちづくり推進プロジェクト 19,160,614 300,000
ちば東葛農業協
同組合

千葉県 茂原市 スポーツで茂原元気プロジェクト 390,432 0

千葉県 山武市 デトックスシティ山武プロジェクト 499,400 0

(株)フラーリッ
シュ・アサヒヤ

(株)秋葉牧場
特産エンジニアリ
ング(株)

千水プラント(株) (株)ニュー東豊 (株)キルト
共和コンクリート工
業(株)

日本食研ホール
ディングス(株)

京央測量設計(株) ＬＯＨＡＳ(株)

その他非公表2社

千葉県 長生村 八積駅を中心とした持続可能なまちづくり事業 76,436,225 11,500,000 (株)合同資源
(株)茂原セキュリ
ティ

東京都 青梅市 青梅市梅の里再生プロジェクト 79,556,380 1,600,000
(株)日税ビジネス
サービス

富士建物管理(株)
(株)ホソヤエンター
プライズ

多摩川開発(株) 住友林業緑化(株) (株)報知新聞社 住友金属鉱山(株) 日本トーター(株)
東京税理士協同
組合

東京都 青梅市
梅の里再生を契機としたオール青梅での地域活性化を目指して～青梅観
光戦略創造プロジェクトアクションプログラム～

16,423,000 3,000,000 藍澤證券(株)

東京都 町田市 芹ヶ谷公園芸術の杜プロジェクト 474,533,453 100,000
あいおいニッセイ同和損害保
険(株)

東京都 西東京市 地域主体による駅前情報発信プロジェクト 25,325,000 0

神奈川県 横須賀市 ドローン産業集積推進事業 3,695,954 1,000,000 非公表10社

神奈川県 平塚市
東京オリンピック・パラリンピックホストタウンを通じた「にぎわい」創出プロ
ジェクト

7,301,076 100,000 非公表１社

神奈川県 小田原市 ラグビーを契機とした地域活性化プロジェクト 37,296,795 500,000 (株)吉池旅館

神奈川県 茅ヶ崎市 子育て世代の茅ヶ崎暮らしへの共感プロモーション 5,027,000 200,000
フェニックスサービ
ス(株)

あいおいニッセイ同和損害保
険(株)

神奈川県 南足柄市
都市部の副（複）業人材を活用した林業６次産業化による循環型地域づく
り事業

12,977,800 3,000,000 パナック工業(株)

神奈川県 二宮町 町民が造って学ぶ、子どもと大人が楽しめる未来はらっぱプロジェクト 68,900,000 50,000,000 非公表１社

新潟県 新潟県 「新潟県の名水」ＰＲ事業 635,800 0

新潟県 新潟県 にいがた観光・産業振興総合計画 372,999,000 12,600,000 フジテック(株) (株)ＮＴＴドコモ (株)日本旅行 (株)JTB
サンフロンティア不
動産(株)

その他非公表1社

新潟県 新潟県 「健康立県」にいがた推進計画 91,548,000 5,200,000 (株)ＮＴＴドコモ その他非公表2社

新潟県 新潟県 にいがた魅力アップ・定住促進計画 374,606,000 2,050,000 （株）アイシーエス
内外エンジニアリ
ング（株）

(株)ＮＴＴドコモ 日本振興（株） 富士通(株)

新潟県 新潟市 感動を食べよう！～にいがたガストロノミーツーリズム～ 11,676,965 4,000,000
東日本旅客鉄道
(株)

新潟県 長岡市 ながおか・若者・しごと機構を核とした若者定着事業計画 9,393,980 1,000,000
ユニオンツール
(株)

新潟県 長岡市
ＮａＤｅＣ構想（４大学１高専連携プラットフォーム）による産業創出と人材育
成

174,875,933 3,100,000 (株)TKF 柳下技研(株) 常盤産業(株)

新潟県 新発田市
大倉喜八郎スピリッツ「進一層」で挑む、新発田駅前エリア活性化プロジェ
クト

4,221,140 1,000,000 (株)新潟クボタ
(株)アイビーシステ
ム

(株)日本建機 その他非公表1社

新潟県 小千谷市 雪と付き合ういい感じのまち「小千谷」 19,574,087 1,000,000 非公表1社

新潟県 十日町市 大地の芸術祭拠点施設等グレードアッププロジェクト 0 0

新潟県 十日町市 クロアチアピッチグレードアッププロジェクト 0 0

新潟県 村上市 スケートボードの聖地「むらかみ」プロジェクト 101,126,578 1,950,000 (株)松沢商会 (株)北村製作所 丸ノ内工業(株) 富士通(株) エヌシーイー(株)

新潟県 糸魚川市 糸魚川ユネスコ世界ジオパークの森づくり 16,919,000 0

千葉県 栄町 外国人にも愛される観光立町「栄町」づくりプロジェクト 19,924,945 4,080,000



新潟県 糸魚川市 糸魚川ユネスコ世界ジオパークの人づくり 24,506,279 0

新潟県 妙高市 誘客事業の実施による観光産業の振興と地域の活性化 0 0

新潟県 妙高市 妙高山麓トレイルランニングプロジェクト 769,746 700,000 (株)名北

新潟県 上越市
国登録有形文化財小林古径邸を活かした芸術文化拠点の創生～小林古
径記念美術館増改築事業

382,743,990 5,400,000 太陽誘電(株) 信越化学工業(株) (株)阿部建設
(株)宮本忠長建築
設計事務所

(株)植木組 (株)加賀田組 (株)清水光芸社
東日本電信電話
(株)

新潟県 佐渡市 「観光立島　佐渡」計画 18,668,742 2,000,000
サンフロンティア
不動産(株)

新潟県 佐渡市 佐渡文化財団を核とした文化芸能資源の活用による経済活性化計画 32,737,000 0

新潟県 魚沼市 「素のチカラ」による市役所旧庁舎を活用した地域活力向上プロジェクト 3,099,000 1,000,000 非公表1社

新潟県 胎内市 人が輝く胎内市、人材確保奨学金返還支援プロジェクト 540,000 270,000
(株)ＮＳＧホール
ディングス

富山県 富山県 若者が輝く建設業魅力発掘・ＰＲ計画 1,025,031 300,000 川田建設(株) その他非公表1社

富山県 高岡市
藤子・Ｆ・不二雄先生のふるさとづくり～若者が夢を持ち住みつづけたくな
るまちの魅力向上プロジェクト～

18,087,017 10,000,000 非公表1社

富山県 魚津市 たてもんと全国植樹祭レガシー事業 2,613,000 1,400,000 (株)金山工務店 (株)桑山
日本カーバイド工
業(株)

(株)インテック 北陸電力(株)

富山県 射水市 高齢者と観光客が融合するまち「射水」創造事業 33,860,000 2,000,000 田中産業(株)

富山県 立山町 立山町未来人材育成就学支援プロジェクト 1,200,000 1,200,000 非公表2社

石川県 石川県 世界農業遺産「能登の里山里海」活性化プロジェクト 25,240 0

石川県 石川県 金属加工技術の高度化研究プロジェクト 8,750,777 2,500,000 (株)ソディック

石川県 石川県 ものづくりの未来を担う多様な人材の確保・育成プロジェクト 16,684,960 0

石川県 金沢市
東京オリンピック・パラリンピックホストタウンを通じた地方創生推進プロ
ジェクト

7,506,000 1,550,000 (株)フランシール
(株)ゴーゴーカ
レーグループ

加賀電子(株)

石川県 七尾市 世界農業遺産「能登の里山里海ななお」振興プロジェクト 1,300,000 0

石川県 小松市
「子ども達に引き継ぐべき財産『美しい森林』を守る」～自然と共生するエコ
ロジーの推進～

1,936,000 100,000 非公表1社

石川県 小松市
「遊泉寺銅山跡活用プロジェクト」～ひとと自然との歴史を紡ぎ、未来へつ
なぐ先人達のスピリット～

60,750,000 35,000,000 (株)小松製作所

石川県 小松市 九谷焼の明日を拓くプロジェクト（第２次） 15,000,000 15,000,000 小松マテーレ(株)

石川県 加賀市 ラムサール条約湿地「片野鴨池」保全と魅力発信事業 600,000 500,000
ナイテック・プレシジョン・アン
ド・テクノロジーズ(株) (株)ソディック その他非公表1社

石川県 かほく市 かほくオンリーワンの資源を活かした市の魅力発信プロジェクト 1,684,100 1,000,000 (株)ツルガ薬局

石川県 白山市 白山手取川ジオパークを活用したプロモーション事業 10,587,668 10,000,000 (株)北國新聞社

石川県 能美市 地域循環型「エコ能美農産物」ブランド化モデル事業 2,912,800 0

(株)若宮塗装工業
所

(有)武田不動産鑑
定事務所

(有)堀江不動産鑑
定システム

サンワ(株) あい警備(株)
アルスコンサルタ
ンツ(株)

(株)北越ティーテッ
ク

(有)有庄 島屋建設(株) 五大開発(株)

サワダライン(株) 辰村道路(株) (株)金沢柿田商店 サンデック(株) 柴電気工事(株) (株)ヨシダ (株)トスマク・アイ (株)豊蔵組 (株)日豊技研 (株)八幡

(株)東都文化財保
存研究所

シグマ電機(株) 三友工業(株)
(株)金沢環境サー
ビス公社

(株)三上建築事務
所

(株)土倉建築事務
所

ナカダ(株) (株)日環商事
(株)アイビックス北
陸

加州建設(株)

(有)佐藤技研 津村土建(株) サンセイ(株) 高田舗装(株) (株)ミナトドリリング
環境エンジニアリ
ンクﾞ(株)

(株)ソテック
医療法人安原医
院

沢田工業(株) 協和道路(株)

ナチュラルコンサ
ルタンﾄ(株)

(株)金沢舗道 (株)ケンシン 中部産業(株) 成瀬電気工事(株) (株)卯野商会 高桑美術印刷(株) 北興建設(株) (株)カナイワ (株)橋設備工業

山崎商事(株) (株)太陽測地社 アドライナー(株)
(株)アイシーシー・サービスセ
ンター

(有)白坂速記事務
所

アムズ(株)
(株)中央設計技術
研究所

(株)北陸環境科学
研究所

(株)ダスキン北陸 (株)画遊

その他非公表6社

石川県 志賀町 志賀町ふるさと就業促進プロジェクト 3,900,000 100,000 非公表1社

石川県 穴水町 能登半島穴水「恵みの里山」活性化プロジェクト 1,000,000 1,000,000 (株)ミスズアグリ

福井県 福井県 福井県Ｕ・Ｉターン奨学金返還支援計画 40,000,000 11,100,000 生晃栄養薬品(株)
ナカヤ化学産業
(株)

前田建設工業(株) 飛島建設(株) 長瀬産業(株) 大谷製鉄(株) (株)２８Ｌａｂ その他非公表1社

福井県 福井市 ～若者から始まる地域再生～　ふくい未来人材Ｕ・Ｉターンプロジェクト 2,243,363 2,000,000 (株)ユニテックス

福井県 福井市 地域で取り組む未来人材育成プロジェクト 405,810 405,810
(株)ニルソフトウェ
ア

福井県 福井市 足羽山魅力向上プロジェクト 3,618,000 0

石川県 野々市市 賑わい創出による創業マインドの育成計画 58,967,200 11,400,000



福井県 福井市 「越前海岸」体験・体感観光推進事業 1,000,000 1,000,000 (株)寿幸

福井県 福井市 外国人観光客受入環境整備事業 445,900 0

福井県 敦賀市
敦賀港から世界に伝える「命」と「平和」 人道の港 敦賀発信プロジェクト
（金ヶ崎周辺誘客促進事業）

6,032,314 0

福井県 勝山市 勝山市まちなか誘客プロジェクト 5,074,900 0

福井県 鯖江市 鯖江市空き家利活用マッチングプロジェクト 9,353,472 0

山梨県 山梨県 地域の魅力の原動力「やまなし農業」推進プロジェクト 32,706,255 550,000 メルシャン(株) その非公表1社

山梨県 山梨市 山梨市の将来を担い支える人材育成支援プロジェクト 7,431,254 300,000 (株)松下製作所

山梨県 北杜市 北の杜フードバレープロジェクト 2,501,793 2,501,793 非公表6社

長野県 長野県 自然公園グレードアップ構想 5,882,738 5,882,738 モンベル(株) イオンリテール(株) 合同酒精（株）

長野県 長野県 長野オリンピックレガシー活用プロジェクト 60,500,000 0

長野県 長野県
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ＮＡＧＡＮＯ構築事
業

4,114,000 0

長野県 長野県 高校生の海外留学を支援する信州つばさプロジェクト 1,421,000 0

長野県 長野市 パラスポーツを軸とした地域活性化プロジェクト 463,474 0

長野県 長野市 地域固有の自然景観を活かした動物園再整備による地域活性化計画 1,209,600 300,000
(株)フォーモーショ
ンデザイン

その他非公表2社

長野県 松本市 登山者の誘客促進、安全性向上のための山岳環境整備事業 0 0

長野県 上田市 ～健幸実感～　国民保養温泉地活性化プロジェクト 2,352,000 0

長野県 飯田市 信州大学航空機システム共同研究講座における学生支援計画 1,150,000 1,050,000 (株)JMC (株)DAIKO TOOL (株)羽生田鉄工所 中島特殊鋼(株) 三洋工具(株) 柴田化学(株) 飯田精密(株) 日進精機(株) (株)都筑製作所

長野県 伊那市 ソーシャルフォレストリー都市創造促進事業計画 3,352,320 500,000 三峰川電力(株)

長野県 駒ヶ根市 中央アルプスを活かすための山岳施設・登山道整備事業 0 0

長野県 佐久市
「佐久の空が熱い！」バルーンを活用した交流人口創出プロジェクト～「佐
久市＆北斗の拳コラボバルーン」佐久の空に北斗四兄弟が集結！～

310,000 0

(有)ワールドドリー
ム

ツカサ電工(株) 上田日本無線(株)
あいおいニッセイ同和損害保
険(株) (株)エスケー精工 (有)新工 (株)エヌワイビー (有)高峰温泉 アース電機(株) (株)アイカム

ハードロック工業
(株)

(株)ミクニ 上田信用金庫
ヴェオリア・ジェ
ネッツ(株)

(株)果香 (株)塩沢産業 イイプラス(株) (株)アキュレイト (株)カクイチ (有)あさかわ

その他非公表10
社

長野県 東御市 湯の丸高原スポーツ交流施設特設プール機能強化事業計画 45,653,190 2,000,000 (株)アイテック その他非公表1社

長野県 青木村 「誇らしき我が郷土再発見」偉人に学ぶ人材育成プロジェクト 164,179,000 79,930,108 東急(株)
学校法人　五島育
英会

学校法人　亜細亜
学園

長野県 中川村 陣馬形山魅力創造プロジェクト 23,091,696 0

長野県 宮田村
中央アルプスジオパーク化に向けた観光地再生事業及び宮田ブランド化
事業

2,211,600 1,950,000 (株)ヤマウラ その他非公表2社

長野県 松川町 信州大学航空機システム共同研究講座における学生支援計画 700,000 700,000 (株)ＮＥＸＡＳ (株)ヤマウラ

長野県 高森町 信州大学航空機システム共同研究講座における学生支援計画 700,000 700,000 三洋工具(株) (株)ヤマウラ

長野県 阿南町 信州大学航空機システム共同研究講座における学生支援計画 200,000 200,000
(株)小林コンサル
タント

加賀ワークス(株)

長野県 阿智村 信州大学航空機システム共同研究講座における学生支援計画 100,000 100,000 (株)協和精工

長野県 平谷村 信州大学航空機システム共同研究講座における学生支援計画 100,000 100,000
三和ロボティクス
(株)

長野県 根羽村 信州大学航空機システム共同研究講座における学生支援計画 100,000 100,000 (株)浜島精機

長野県 根羽村
森と水の豊かさを守る、持続可能（サステナブル）な山づくり推進プロジェク
ト

0 0

長野県 下條村 信州大学航空機システム共同研究講座における学生支援計画 100,000 0

長野県 売木村 信州大学航空機システム共同研究講座における学生支援計画 100,000 0

長野県 天龍村 信州大学航空機システム共同研究講座における学生支援計画 100,000 100,000 (株)矢崎製作所

長野県 泰阜村 信州大学航空機システム共同研究講座における学生支援計画 100,000 100,000 非公表1社

長野県 東御市 東御市湯の丸高原魅力ジャンプ・アップ・プロジェクト 832,882,000 47,700,000



長野県 喬木村 信州大学航空機システム共同研究講座における学生支援計画 100,000 100,000 クロダ精機(株)

長野県 豊丘村 信州大学航空機システム共同研究講座における学生支援計画 100,000 100,000 山京インテック(株)

長野県 豊丘村 「農」から始まる都市部企業との交流プロジェクト 2,000,000 2,000,000 太陽ガス(株)

長野県 大鹿村 信州大学航空機システム共同研究講座における学生支援計画 600,000 600,000 中島特殊鋼(株) (株)ヤマウラ

長野県 白馬村 白馬村の未来を担う国際観光人材育成事業 6,800,000 3,400,000 (株)パレス
コンパッソ税理士
法人

長野県 小布施町 新しい市庭通りを創生するプロジェクト 16,836,427 1,000,000 自然電力(株)

長野県 高山村 付加価値を高める農業６次産業化推進事業 10,979,623 5,000,000 非公表1社

岐阜県 岐阜県 航空宇宙産業を支えるまち・ひと・しごと創生計画 1,364,910 1,300,000 川崎重工業(株)
APCエアロスペ
シャルティ(株)

医療法人社団創
志会

医療法人社団　有
恒会

岐阜県 岐阜県 航空宇宙産業を支えるまち・ひと・しごとづくり連携事業 0 0

岐阜県 岐阜市 「製薬業発祥の地」における薬用作物産地化推進 11,732,540 10,000,000 (株)龍角散

岐阜県 高山市 子どもの夢を育む次世代人材育成プロジェクト 8,505,433 1,200,000 (株)十六銀行
(株)近畿日本ツー
リスト中部

岐阜県 高山市 文化芸術による地域人材育成プロジェクト 48,942,151 5,000,000 (株)大垣共立銀行 共友リース(株)
共立コンピュー
ターサービス(株)

(株)ＯＫＢ総研
(株)ＯＫＢペイメン
トプラット

岐阜県 高山市 飛騨地域移住・定住促進連携事業計画 5,739,275 2,500,000 大栄不動産(株)

岐阜県 高山市 飛騨地域ツーリズム推進連携事業計画 5,732,192 500,000 大栄不動産(株)

岐阜県 高山市 インキュベーション推進によるまちの活力増進計画 5,984,136 1,000,000 (株)デルタプラス

岐阜県 中津川市 若者の地元定着推進事業 1,653,629 500,000 アツタ起業(株)
(株)メディウムジャ
パン

岐阜県 中津川市 外国人観光促進事業 550,000 500,000 (株)トップ

岐阜県 美濃市 「美濃和紙」の活用による地域再生計画 1,701,367 0

岐阜県 瑞浪市 瑞浪市企業誘致雇用創出プロジェクト 22,025,220 0

岐阜県 美濃加茂市 里山再生事業 4,981,856 0

岐阜県 各務原市 博物館を核とした航空宇宙産業都市魅力向上事業 0 0

岐阜県 各務原市 航空宇宙産業を支えるまち・ひと・しごとづくり連携事業 8,331,757 1,000,000 川崎重工業(株)

岐阜県 飛騨市 地域の”宝物”を活用したみんなの観光・まちづくり推進事業 104,400,000 0

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

24,399,090 8,100,000 (株)丹羽由 (株)山口化成 中日本氷糖(株)
ワンストップパートナーズ
(株)

静岡県 浜松市 スポーツで地域社会を変えるプロジェクト 144,124,875 1,300,000 近物レックス(株)
(株)静環検査セン
ター

サーラエナジー
(株)

三井住友海上火
災保険(株)

クリヤマ(株)
(株)アイ・ビー・フォックスフー
ズ (株)エイエイピー その他非公表4社

静岡県 富士宮市 光ファイバ網の整備による住環境の向上と産業振興プロジェクト 184,425,000 0

静岡県 富士宮市 富士宮発　女性が輝くための働き方改革計画 15,683,943 2,000,000 アサヒ飲料(株) テルモ(株)

静岡県 磐田市 スポーツを生かした交流によるにぎわいの創出計画 0 0

静岡県 藤枝市 蹴球都市ふじえだ　サッカーのまちづくり推進事業 1,677,500 1,650,000 東ポリ(株)
(株)アイワホール
ディングス

ファイテン(株)

静岡県 藤枝市 女性が輝く起業・創業支援事業 3,069,940 2,500,000 東ポリ(株)
(株)アイワホール
ディングス

しずおか焼津信用
金庫

島田掛川信用金
庫

(株)静岡銀行 静清信用金庫 スルガ銀行(株) (株)清水銀行 その他非公表1社

静岡県 御殿場市 御殿場市経済対策おもてなし事業 0 0

静岡県 御殿場市
東京オリンピック・パラリンピックホストタウン推進事業を核としたスポーツ
交流・施設環境整備促進計画

16,900,000 0

静岡県 御殿場市 御殿場市富士山眺望地保全活用プロジェクト 800,000 0

静岡県 菊川市 時代を先取る菊川型農業モデルの創出計画 745,100 300,000 トーシン産業(株)

静岡県 牧之原市 牧之原市のうみ　魅力アップ事業 78,535,600 10,100,000 スズキ(株) 白川電気土木(株)

静岡県 小山町 小山町殖産興業遺産(国登録有形文化財)活用プロジェクト 717,107,480 2,500,000
御殿場農業協同
組合

四国化工機（株）
Ｂ－Ｒサーティワンアイスク
リーム(株)

愛知県 愛知県 あいち「新しいひとの流れ」促進プロジェクト 168,757,268 200,000
ジャパンセリサイト
(株)

愛知県 豊川市
駅伝のまち「とよかわ」スポーツ・食・健康づくりのシナジーリレー推進プロ
ジェクト

1,000,000 100,000
あいおいニッセイ同和損害保
険(株)



愛知県 安城市 安城に新たな観光資源を創り出す「ソフトボール専用球場改修事業」 2,231,750 100,000 サンエイ(株)

愛知県 蒲郡市 観光のまち「がまごおり」スポーツツーリズム推進プロジェクト 174,733,900 100,000 (株)ピーアンドピー

愛知県 知立市 知立市地域経済メキメキ活性化プロジェクト 4,510,000 1,000,000
ワイヴァンエン
ターテイメント(株)

三重県 三重県 奨学金の返還支援による若者の県内定着促進 2,810,829 800,000 (株)スズキ
関東化学ホール
ディングス(株)

第一工業製薬(株) (株)サイネックス

三重県 鈴鹿市 鈴鹿市ふるさと就職者等雇用支援計画 22,000 0

三重県 志摩市 志摩の健康食材活用による６次産業化推進事業 139,040 0

三重県 大台町 ボートのまち大台町への躍進プロジェクト 267,630,695 1,100,000 (株)オーミヤ建設 その非公表1社

三重県 玉城町 歴史・伝統文化を活かした多世代交流・魅力創造再生計画 47,800,300 100,000 非公表1社

滋賀県 滋賀県 「滋賀体感」首都圏プロモーション事業 118,680 0

滋賀県 滋賀県 にぎわい創生で取り組む琵琶湖保全再生プロジェクト 338,869,439 0

滋賀県 滋賀県 滋賀で農業はじめようプロジェクト 2,898,205 1,000,000 (株)万代

滋賀県 滋賀県 琵琶湖博物館リニューアルプロジェクト 225,300,000 5,800,000 マルホ(株) (株)ダイフク 堀川化成(株) 日本精工(株)
エス・エス・アルミ
(株)

(株)IZUSHI レンゴー(株) (株)スガナミ

滋賀県 高島市 地域ぐるみの人材育成プロジェクト 10,235,376 10,000,000 サンポリマー(株)

京都府 京都府 文化レジリエンスプロジェクト 437,000 437,000 日の出建設(株)

京都府 京都府 スマートモビリティＩＣＴ基盤整備事業 0 0

京都府 京都府 ｢おいしい京都｣総合戦略 15,438,343 0

京都府 京都府 ＭＩＣＥ効果の府域全体への波及促進プロジェクト 44,103,500 10,000,000 非公表1社

京都府 京都市
「世界の文化首都・京都」の実現に向けた取組～文化，産業をはじめとす
る京都の魅力の世界への発信～

14,980,371 1,000,000
(株)ファイブフォッ
クス

京都府 福知山市
働いてみたい福知山長田野工業団地ＰＲ事業　～企業誘致、環境対策に
向けて～

71,500,000 10,000,000 扶桑化学工業(株)

京都府 福知山市 福知山市・丹波市・朝来市　定住生活圏域創生人財・産業育成計画 81,899,000 2,000,000
(株)ムゲンエス
テート

京都府 舞鶴市 引き揚げの史実継承プロジェクト 2,449,000 0

京都府 南丹市 ＪＲ八木駅周辺整備プロジェクト 138,105,732 0

京都府 久御山町 産業がすくすく育つまち「ものづくりの苗処」事業 51,924,393 1,800,000
（株）王将フード
サービス

共栄製茶（株）
（株）京阪エンジニ
アリング

京都やましろ農業
協同組合

京都青果合同
（株）

協和テクノロジィズ
（株）

大阪府 大阪府 スマートエイジング・シティ市町村啓発事業 205,349 188,000 非公表1社

大阪府 大阪府 次世代がん治療法ＢＮＣＴ地方創生戦略事業 3,585,678 800,000 非公表1社

大阪府 大阪府 「大阪都市魅力創造戦略2020」推進事業 287,075,966 600,000 非公表1社

大阪府 大阪府 若い世代の子育ての希望が実現できる環境整備事業 3,012,609,720 800,000 三井化学(株) (株)日本エスコン (株)ｈ２ワークス
スチールエンジ
(株)

あいおいニッセイ同和損害保
険(株)

SEIオプティフロン
ティア(株)

キリンビバレッジ
(株)

(株)グリーン発電
大分

(株)JTB
スチールエンジ
(株)

医療法人社団創
志会

日新電機(株) 日鉄建材(株) (株)日本エスコン

日本フォレスト(株) ネスレ日本(株) バンドー化学(株)

大阪府 堺市 百舌鳥古墳群周辺地域のおもてなし環境の創出 0 0

大阪府 堺市 スポーツによるまちづくりの推進（大浜体育館の再整備） 1,752,926,400 800,000 西野建設工業(株) (株)藤井ファーム 日本製鉄(株)

大阪府 岸和田市 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画 28,662,994 100,000
(有)インテリア中
庄谷

大阪府 池田市 池田市ふるさと起業家支援事業 0 0

大阪府 高槻市 文化芸術振興による交流促進 631,780,000 2,200,000 (有)中野農園 (有)アイワ

大阪府 枚方市 文化芸術による交流促進事業 1,027,193,933 400,000
(株) WHO will be the next
HERO 合同会社SUN

大阪府 泉佐野市 りんくうタウン活性化プロジェクト 2,537,081 2,537,081
パワーシェアリン
グ(株)

(株)吉浦コーポ
レーション

その他非公表1社

大阪府 河内長野市 映画を活用した河内長野市シティプロモーション計画 10,000,000 10,000,000 (株)コノミヤ

大阪府 門真市 門真の子どもの夢と希望応援プロジェクト 201,810,185 0

大阪府 大阪府 広域サイクルルート連携事業 2,369,760 2,100,000



大阪府 門真市 みんなで伝える門真の魅力発信大作戦 142,199 0

大阪府 高石市 健幸のまちづくりを活かしたヘルスケア産業創出推進計画 52,470,586 100,000 三井化学(株)

兵庫県 兵庫県 森林の恵み活用プロジェクト 0 0

兵庫県 兵庫県 国生みの島ツーリズム戦略推進計画 5,563,320 0

兵庫県 兵庫県 兵庫県立大学外国人留学生支援事業 4,000,000 2,300,000 (株)ダイセル エスペック(株) その他非公表1社

兵庫県 兵庫県 姫路城ゆかりの伝統文化魅力発信プロジェクト 13,000,000 10,000,000
ＡＫＡＳＡＫＡ双樹
合同会社

兵庫県 兵庫県 関係人口の活用による元気創出プロジェクト 157,239,896 0

兵庫県 神戸市 六甲山の名勝「再度公園」の活性化事業 5,433,906 0

兵庫県 神戸市 クリエイティブ人材育成事業 3,000,000 0

兵庫県 神戸市 食と里のネットワーク構築プロジェクト 2,000,000 0

兵庫県 姫路市 姫路城周辺の保全・環境整備 26,708,805 4,555,911
イオンリテール
(株)

マックスバリュ西
日本(株)

(株)ダイエー

兵庫県 加古川市 加古川の伝統文化（将棋）の発信によるまちのにぎわい創出事業 13,109,905 0

兵庫県 西脇市 金ゴマを核とした地域振興プロジェクト 400,000 0

兵庫県 西脇市
西脇ファッション都市構想深化事業～ファッション・クラスターによるイノ
ベーション創出プロジェクト～

29,366,000 3,600,000 宇仁繊維(株)
(株)関西シー・ア
イ・シー研究所

日清ヨーク(株) 光洋機械産業(株)

兵庫県 三田市 皿池湿原保全事業 2,790,620 686,215
日本フレーバー工
業(株)

その他非公表1社

兵庫県 加西市 北条高校活性化による加西市創生プロジェクト 9,165,449 1,000,000 非公表1社

阿比野建設(株) 前川建設(株) 西部電気建設(株)
(株)小西建築設計
事務所

宮脇機械プラント
(株)

(株)三星製作所
ニホンターフメンテ
ナンス(株)

トーカロ(株) 日笠工業(株) 佐和鍍金工業(株)

フェニックス電機
(株)

（株）有隣 タカセ不動産（株）
ルートインジャパン
（株）

三和コンベア(株) リスパック（株） （株）新生興業 （株）芝本商店 （株）ＳＩＣ その他非公表1社

兵庫県 篠山市 篠山市町並み景観・自然環境保全計画 21,597,750 10,000,000 (株)ファンテックス

兵庫県 丹波市 福知山市・丹波市・朝来市　定住生活圏域創生人財・産業育成計画 45,734,989 2,000,000 非公表1社

兵庫県 南あわじ市 「淡路人形浄瑠璃」保存伝承プロジェクト 3,000,000 3,000,000 (株)パイオニア 丸山工務店(株)

兵庫県 朝来市 住みたい田舎移住促進プロジェクト 55,346,521 6,000,000
(株)関電エネルギーソリュー
ション (株)タクミナ

兵庫県 朝来市 福知山市・丹波市・朝来市　定住生活圏域創生人財・産業育成計画 47,035,332 2,000,000 伊東電機(株)

兵庫県 淡路市 淡路がいな計画 2,592,000 500,000 東洋合成工業(株)

兵庫県 宍粟市 森林（もり）から創（はじ）まる地域創生～森林保全・活用事業～ 64,572,234 0

あいおいニッセイ同和損害保
険(株) (株)一宮電機 (株)うかいや エースコック(株)

(株)共立メンテナン
ス

クミアイ化学工業
(株)

(株)ジェイエスピー (株)ジェイシーシー (株)ジャバラ 昭和電工(株)

(株)清交倶楽部 (株)ダイセル
タキロンシーアイ
(株)

ナガセケムテック
ス(株)

兵庫西農業協同
組合

フジプレアム(株)
(株)ホームセン
ターアグロ

兵庫県 猪名川町 星のまち猪名川町　　大野アルプスランド魅力アッププロジェクト 5,521,226 0

兵庫県 佐用町
地域資源を活用したハイキングツーリズム推進プロジェクト　～「佐用ハイ
キング３４コース」を活かして～

496,800 200,000
IDECシステムズ＆コントロー
ルズ(株) 日進測量(株)

兵庫県 香美町 「かみっ子」すくすくサポートプロジェクト 29,059,457 100,000 非公表1社

兵庫県 香美町 香美町まるごとブランド化プロジェクト 6,834,040 0

奈良県 奈良県 触れる国宝等レプリカ製作活用プロジェクト 990,000 0

奈良県 奈良県 トップアスリートによるすこやかスポーツ教室 1,024,111 1,024,111
デサントジャパン
(株)

奈良県 五條市 歴史資源に光をあて、後世に繋げるプロジェクト 3,000,000 3,000,000 (株)東亜

奈良県 生駒市
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よる転
入・定住促進事業

13,155,833 0

奈良県 川西町 新たな産業用地の創出を活かす、「職住近接」による移住定住促進 11,582,672 0

奈良県 田原本町 すこやかにこどもを育てやすい町へプロジェクト 319,442 100,000 非公表1社

奈良県 田原本町 地域の歴史文化資源を活用したインバウンド推進プロジェクト 6,251,356 2,600,000 (株)天平庵 (株)ジェイテクト その他非公表1社

兵庫県 加西市 北条鉄道活性化応援プロジェクト 82,322,000 52,100,000

兵庫県 たつの市 まちぐるみ子育て応援プロジェクト 32,163,500 2,700,000



奈良県 明日香村 飛鳥駅周辺の魅力強化プロジェクト 26,000,000 26,000,000
(株)長谷工コーポ
レーション

奈良県 明日香村 マラソン大会による地域活性化プロジェクト 11,444,840 4,000,000
(株)長谷工コーポ
レーション

奈良県 王寺町 文化財保存活用による観光資源魅力向上事業 10,202,000 0

奈良県 吉野町
「目指せ！ふるさと吉野地域の復活！」～吉野から木のある暮らしの情報
発信　木材産業活性化プロジェクト～

6,179,800 2,100,000 (株)佐藤倉庫 その他非公表1社

和歌山県 和歌山市
地域資源を活用した広域観光プロジェクト　～海・まち・山、多彩な資源が
織り成す地域産業の振興～

16,846,900 1,100,000
ライオンケミカル
(株)

秋山逓送(株)

和歌山県 海南市 鈴木屋敷の再生・復元による関係人口・交流人口の拡大 6,000,000 5,400,000 (株)大雅 (株)アセック (有)クールウエスト
(株)西和機械工作
所

(株)スズキモー
ター和歌山

ヨシミツ工業(株) 大日本除蟲菊(株) スズキ(株) 鈴与(株) (株)サザコーヒー

和歌山県 有田市 文化の継承と国史跡及び歴史建造物再生と活用プロジェクト 394,540 0

和歌山県 すさみ町 多世代交流による「生涯活躍」のまちづくり 5,037,691 5,000,000 (株)平成スチール

鳥取県 鳥取県 鳥取県未来人材育成奨学金支援プロジェクト 160,153,133 9,400,000 (株)トイント (株)鶴見製作所
(株)IDホールディン
グス

(株)アミパラ

鳥取県 鳥取県 とっとり未来創造型起業支援プロジェクト 1,154,293 700,000
(株)アイ・オー・プ
ロセス

(株)山陰合同銀行 (株)アミパラ

鳥取県 鳥取県 とっとりの保育現場で活躍する学生応援プロジェクト 458,400 450,000
フジキコーポレー
ション(株)

(株)アミパラ

鳥取県 鳥取県 健康づくり文化創造プロジェクト 3,150,962 650,000
(株)不二家システ
ムセンター

日本生命保険相
互会社

(株)アミパラ

鳥取県 鳥取県 世界に誇れる「星取県」ブランド化推進プロジェクト 502,133 500,000
(株)アイ・オー・プ
ロセス

(株)山陰合同銀行

鳥取県 日南町 日南ブランド商品開発　～にちなん自慢の永久グルメ開発支援事業～ 1,000,000 500,000
(株)荒谷建設コン
サルタント

鳥取県 江府町 遊休農地を活かした６次産業化推進事業 864,400 0

島根県 島根県 しまねものづくり人財育成促進プロジェクト 10,283,103 2,000,000 扶桑建設(株) (株)日進産業

島根県 島根県 しまねＩＴ人材育成促進プロジェクト 3,829,680 600,000
日本システム開発
(株)

(株)ヒューマンシス
テム

島根県 松江市 「Ｒｕｂｙのまち松江」小学生ＩＣＴ教育推進事業 3,762,000 0

島根県 浜田市 「元気な浜田」地域広葉樹活用プロジェクト 3,020,000 3,020,000
合同会社グリーン
パワー金城

島根県 出雲市 世界と「縁」を結ぶ出雲市多文化共生推進プロジェクト 13,597,948 11,000,000 (株)フジトラスト
(株)アバンセコー
ポレーション

島根県 出雲市 出雲の産業　ひとづくり応援プロジェクト 60,328,851 500,000 富田興業(株)

島根県 益田市 歴史を活かしたまちづくり推進計画 4,845,390 0

島根県 益田市 自転車による交流人口拡大プロジェクト 3,054,750 3,000,000 サン電子工業(株)

島根県 益田市 「人材確保」を目指した情報発信プロジェクト 3,000,000 3,000,000 中井工業(株)

島根県 益田市 「ひとづくり」を核とした持続可能な地域づくりプロジェクト 9,850,000 9,850,000 (株)テライ

島根県 大田市 “おおだ”で働こう！人財育成事業 1,311,000 0

島根県 大田市 世界遺産のまちの武家屋敷宗岡家の活用による交流人口の拡大 1,332,071 0

島根県 雲南市 「子ども×若者×大人チャレンジ」の連鎖による持続可能なまちづくり 6,500,000 3,000,000
ウチヤマコーポ
レーション(株)

西川コミュニケー
ションズ(株)

メトロ電気工業(株)

島根県 奥出雲町 遊休農地を活かした　エゴマ栽培による地域活性化事業 4,476,880 4,200,000 カネダ(株)

島根県 川本町 「音楽のまち、だからこそ川本」の再生による人材交流促進事業 133,270,000 0

島根県 海士町 島のブランドづくり応援プロジェクト 8,000,000 8,000,000 英治出版(株) その他非公表1社

島根県 知夫村 知夫里島の産業×風景×人による雇用創出プロジェクト 24,395,760 0

岡山県 岡山県 観光資源の発掘と魅力アップ 4,921,400 100,000 (株)キャットアイ

岡山県 岡山県 おかやまで輝け！若者就職応援プロジェクト 52,346,220 3,000,000 東和薬品(株)

岡山県 岡山県 晴れらんまん おかやまの旅 魅力発信プロジェクト 76,805,000 1,000,000
ニッコー観光バス
(株)

岡山県 岡山県 自助と共助で命を守る地域防災力強化プロジェクト 23,025,673 500,000
住友生命保険
（相）

その他非公表4社

岡山県 岡山県
大学と連携した自動車関連産業支援プロジェクト～ＥＶシフトに対応した産
業づくり～

227,578,516 100,000
あいおいニッセイ同和損害保
険(株)

岡山県 岡山市 「桃太郎のまち岡山」創造発信事業 29,997,000 1,200,000
あいおいニッセイ同和損害保
険(株)

(株)清水合金製作
所

損害保険ジャパン
(株)

高雄工業(株)
(株)ティーアールエ
ス

ニッコー観光バス
(株)



岡山県 岡山市 岡山城の新たな活用による魅力アップ事業 21,125,501 1,200,000 高雄工業(株)
東京海上日動火
災保険(株)

長瀬産業(株)

岡山県 岡山市 「子どもの声があふれる岡山」推進プロジェクト 8,652,056 100,000 高雄工業(株)

岡山県 倉敷市 倉敷の個性と魅力の情報発信力強化と観光力強化 32,042,370 1,500,000 (株)アミパラ

岡山県 倉敷市 豊かな自然と歴史・文化を未来へつなぐ復興まちづくり事業 88,603,604 1,800,000
あいおいニッセイ同和損害保
険(株) (株)タイホウ (株)アミパラ

岡山県 津山市 津山市若者定住促進奨学金返還金補助事業 2,994,619 1,700,000
両備ホールディン
グス(株)

(株)アミパラ

岡山県 玉野市 たまの版地方創生人財育成プロジェクト 24,334,929 950,000 (株)トマト銀行 日進測量(株)
両備ホールディン
グス(株)

岡山県 笠岡市 笠岡市きめ細やかな子ども・子育て支援計画 397,430,017 1,700,000
両備ホールディン
グス(株)

大新土木(株)

岡山県 笠岡市 笠岡市　自助・共助による減災のまちづくり支援計画 5,313,348 5,000,000
(株)ジェイ・イー・
ティ

岡山県 総社市 全国発信！多文化共生のまち 6,743,277 800,000
あいおいニッセイ同和損害保
険(株)

両備ホールディン
グス(株)

岡山県 高梁市 高梁市若者定着奨学金返還支援プロジェクト 700,000 700,000
両備ホールディン
グス(株)

岡山県 瀬戸内市 夢二のふるさと芸術交流プロジェクト 6,443,988 3,000,000 非公表1社

岡山県 瀬戸内市
公共交通の利用しやすいまちづくり「瀬戸内市ＪＲ駅前等整備プロジェクト
事業」

103,432,035 0

岡山県 瀬戸内市 ハンセン病療養所世界遺産登録推進プロジェクト 3,232,000 3,000,000
医療法人社団純
心会

(株)三備電業社 梶岡建設(株) みのる産業(株)
みのるホテル事業
(株)

(有)土方商店 (株)フジタ地質
(株)日本チャン
キー

(株)まつもとコーポレー
ション 内田工業(株) (株)ティエラコム

(株)総建コーポ
レーション

(株)ベネッセホー
ルディングス

(株)シティガス広島 三陽機器(株) (株)ヨシヒロ
ダイキンエアテクノ
(株)

ナカシマホール
ディングス(株)

(株)西原環境 (株)山陽瓦 (株)中国銀行

(株)トマト銀行 岡山ガス(株)
日本ケミカル機器
(株)

(株)八起電気工事
税理士法人サンア
クア

岡山大鵬薬品(株) (株)丸五 (有)一宮工業 (株)生興運送 医療法人三祥会

(株)スリーボンド 宇野不動産(株) (株)おもちゃ王国 (株)金岡物産圃
(株)英田エンジニ
アリング

オージー技研(株) (株)三備設計 (株)ニトロプラス (株)コンケン (有)福泉興産

(株)カルファイン 双葉電機(株) (株)山陽新聞社 山陽技研(株) RSK山陽放送(株) (株)岡田商運 テレビせとうち(株) 岡山放送(株) 山陽ヤナセ(株) 太陽建設(株)

(株)谷商店 (株)ウエザイ
岡北生コンクリート
工業(株)

(株)宮本円 戸田建設(株) 太陽電機工業(株) 日宝綜合製本(株) エスク(株) エスク岡山(株) その他非公表8社

岡山県 赤磐市
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るまち
あかいわ～

13,601,081 5,000,000 テイカ(株)

岡山県 真庭市 真庭市旭川清流化・里山保全プロジェクト 19,862,000 9,300,000 (株)ハヤブサ (株)トンボ
(株)イシン住宅研
究所

両備ホールディン
グス(株)

その他非公表1社

岡山県 真庭市 人口減少を緩やかにし地域を維持するプロジェクト 43,000,000 7,000,000
(株)イシン住宅研
究所

岡山県 真庭市 真庭型循環農業の構築 23,800,000 6,000,000
(株)イシン住宅研
究所

岡山県 美作市 美作市ひきこもり等若年者就労支援事業 2,000,000 2,000,000
パシフィコ・エナ
ジー(株)

岡山県 浅口市 おいでよ！はまるよ！天文のまちあさくちＰＲ計画 8,521,058 700,000
両備ホールディン
グス(株)

岡山県 和気町 和気町防災都市公園整備計画 0 0

岡山県 奈義町 奈義町子どもの“学びと創造の広場”づくり事業 1,059,700 1,000,000 (株)尼崎工作所
両備ホールディン
グス(株)

岡山県 吉備中央町 日本版ＤＭＯを中心とした「滞在型」観光地域づくり 756,000 700,000
両備ホールディン
グス(株)

岡山県 吉備中央町 持続的なイノベーション創出を実現するまちづくり事業 17,501,653 100,000 (株)丸五

広島県 広島県 瀬戸内プロモーション事業 0 0

広島県 広島市 比治山公園「平和の丘」構想の推進 75,380,000 1,100,000 丸善製薬(株) (株)大宝組

広島県 広島市 旧日本銀行広島支店の保存・活用（復原） 77,315,000 0

広島県 呉市 呉市中心部回遊性向上機能整備事業 9,988,000 0

広島県 呉市
住みたい行きたいまちづくり事業～平成30年７月豪雨災害からの復興に向
けて～

93,132,000 0

広島県 三原市
「広島空港隣接地を拠点とした「ＤＭＣ×地域商社」官民協働プロジェクト」
による地方創生計画

33,225,160 1,000,000
(株)生産者直売の
れん会

広島県 福山市 夢・希望の実現による福山未来づくりプロジェクト 13,629,644 0

広島県 福山市 福山城築城４００年～城のあるまち福のまちプロジェクト～ 143,626,324 200,000
ＪＦＥプラリソース
(株)

あいおいニッセイ同和損害保
険(株)

広島県 福山市 福山城築城４００年を核とした地域活性化プロジェクト 90,491,958 2,000,000 丸善製薬(株) (株)アミパラ

岡山県 瀬戸内市 国宝「山鳥毛」購入活用プロジェクト 737,360,000 162,860,000



ゼネラルスチール
(株)

(株)藤崎商会 (株)砂原組 (株)ケイズ (株)NSP設計 (株)環境開発公社 (株)宮本工業所 (株)五輪 扶桑電通(株) タカオ(株)

その他非公表1社

広島県 江田島市 公共交通の情報提供機能向上による観光誘客計画 0 0

広島県 安芸太田町 広島県立加計高校支援事業プロジェクト 27,656,208 3,400,000 創建工業(株) 錦建設(株)
(株)荒谷建設コン
サルタント

広島県 安芸太田町 特別名勝「三段峡」と「食」のブランディングプロジェクト 20,000,000 0

広島県 北広島町 地元高等学校支援事業 14,763,000 4,200,000
(株)タカキベーカ
リー

広島アルミニウム
工業(株)

(株)やまびこ その他非公表1社

広島県 北広島町 スポーツを核とした地域づくり事業～ソフトテニスのメッカ北広島町構想～ 0 0

山口県 山口県 やまぐち高度産業人材確保プロジェクト 11,801,401 1,200,000
(株)岩田産業グループホール
ディングス (株)アミパラ

山口県 山口県 明治１５０年を契機とした誘客拡大事業 0 0

山口県 宇部市 宇部っ子・若者 未来応援プロジェクト 1,180,000 0

山口県 防府市 ソラール発！ものづくりの未来創造・科学人材育成プロジェクト 4,999,500 400,000 森和エナジー(株) (株)サイサン その他非公表2社

山口県 長門市 “いやし”の自然活用と棚田再生による半島創造プロジェクト 29,929,916 400,000 三笠産業(株) その他非公表1社

山口県 山陽小野田市 山陽小野田市子育て総合支援センター整備・運営事業 5,522,712 0

徳島県 徳島県 「ｖｓ東京」とくしま観光・交流拡大プロジェクト 3,000,000 1,100,000 (株)中央住宅
(株)シーミュージッ
ク

徳島県 徳島県 「とくしま回帰」人材育成プロジェクト 1,996,892 500,000
ポラスマイホーム
プラザ(株)

徳島県 徳島県
「とくしま回帰」加速・産業人材支援プロジェクト（徳島県奨学金返還支援事
業）

134,026,000 22,000,000
(株)協同医薬研究
所

(株)テレコメディア (株)メディアドゥ

阿南電機(株) (株)ダイフジ 四国総合信用(株)
第一エネルギー設
備(株)

伊坂電気(株) (株)ソフィア
(株)リブドゥコーポ
レーション

(株)リック 東西化学産業(株) 東西工業(株)

(株)阪奈富士シス
テム

東ビルエンタープ
ライズ(株)

近藤化学工業(株) (株)大和産業
大阪センコー運輸
(株)

平田ネジ(株) グッドヒル(株) (株)モリウエ

徳島県 徳島市
四国のゲートウェイを起点とした「おどる宝島　とくしま観光・文化プログラ
ム」発信戦略

8,199,293 0

徳島県 鳴門市 体幹づくりを通じて行う地域活性化事業計画 4,348,900 0

徳島県 吉野川市 吉野川市定住・環流・移住促進プロジェクト 35,550,000 300,000 非公表1社

徳島県 美馬市 「美馬の子どもたちに『本物の音楽』を」プロジェクト 4,142,500 2,100,000 (株)南海ＭＪＥ その他非公表1社

香川県 香川県 瀬戸内国際芸術祭を中心としたインバウンド推進プロジェクト 225,602,770 27,000,000
(株)ベネッセホー
ルディングス

日本たばこ産業
(株)

鹿島建設(株)
アサヒグループホールディン
グス(株)

ハヤカワ電線工業
(株)

香川県 高松市 こども未来館わくわく体験事業 2,178,028 0

香川県 高松市 高松産ごじまん品６次産業化等支援事業 1,407,042 0

香川県 高松市 サンポート高松トライアスロン大会開催事業 30,000,000 0

香川県 丸亀市 なでしこサッカーによる地域活性化プロジェクト「丸亀なでしこ夢プラン」 3,770,398 3,000,000 (株)フソウ

香川県 観音寺市 観音寺市子育て支援施設整備計画 16,735,284 0

愛媛県 愛媛県 とべ動物園魅力向上プロジェクト 168,039,386 1,400,000 四国総合信用(株)
医療法人社団　有
恒会

(株)タチバナ
(株) WHO will be the next
HERO

愛媛県 西予市 大地の子～せいよジオエンジェルプロジェクト～ 10,826,224 918,030 非公表1社

高知県 高知県 高知県防災関連産業振興事業 25,398,486 0

高知県 高知県 高知県子どもの居場所づくり推進事業 3,575,000 3,500,000
(株)DDホールディ
ングス

その他非公表1社

高知県 高知県 高知県国際観光推進事業 6,706,130 500,000
(株)DDホールディ
ングス

高知県 高知県
高知県の地域経済全体の活性化に繋がる観光戦略（受入態勢の整備とＭ
ＩＣＥ誘致）推進計画

1,260,566,000 4,700,000 四国総合信用(株) (株)アミパラ
プロパティエージェ
ント(株)

その他非公表1社

高知県 高知県 高知県の地域経済全体の活性化に繋がる国際観光戦略推進計画 161,010,330 2,300,000 日本紙管工業(株)
エフビットコミュニ
ケーションズ(株)

(株)アミパラ

高知県 室戸市 「室戸のたからっ子」子育て応援プロジェクト 6,370,457 0

高知県 須崎市 「すさきプライド」人財育成・確保と市民活躍の場づくり 16,837,200 5,700,000
住友大阪セメント
(株)

(株)日本トリム その他非公表1社

高知県 四万十市 四万十流域サイクルロード整備プロジェクト 13,082,636 2,200,000
宿毛商銀信用組
合

日興電設(株)
第一勧業信用組
合

(株)大建設計
(株)エヌジェイ・エ
コサービス

(株)コクホーシステ
ム

日鉄エンジニアリ
ング(株)

日鉄環境プラントソリューショ
ンズ(株)

徳島県 徳島県 「阿波おどり」で繋げる・繋がる！とくしま魅力発信プロジェクト 7,790,290 5,900,000

広島県 安芸高田市 道の駅、田んぼアートを活用した交流人口の拡大 110,223,727 81,600,000



高知県 越知町
株式会社スノーピークと連携した奇跡の清流　仁淀川　発着の滞在・体験
型観光拠点施設整備による満足度の高い観光地づくり

0 0

高知県 津野町 地域の資源や特性を生かした観光振興事業 1,151,580 0

福岡県 福岡県 ジュニアアスリート育成強化事業 37,977,391 700,000
医療法人社団有
恒会

(株)日本生物製剤
医療法人社団創
志会

福岡県 北九州市 北九州市未来人材支援事業（奨学金返還支援事業） 76,939,428 13,000,000 非公表3社

福岡県 久留米市 文化芸術・音楽による人の流れ創出計画 96,356,961 600,000 (株)日本生物製剤 その他非公表1社

福岡県 飯塚市 飯塚国際車いすテニス大会を基軸としたテニスのまちづくり 853,782,080 1,000,000 非公表1社

福岡県 田川市 東京２０２０大会を契機としたスポーツ交流人口増加プロジェクト 161,217,698 20,800,000
ブロックソリュー
ション(株)

チロルチョコ(株) (株)ショージ (株)メゾンアニモ ルクラ(株) その他非公表2社

福岡県 八女市 観光による矢部地区活性化計画 0 0

福岡県 筑後市 筑後の輝く未来へ！スポーツわくわくプロジェクト 3,398,036 1,400,000 (株)アクティオ 共和電子(株) ロームアポロ(株) その他非公表1社

福岡県 大野城市 大野城市に来る・住む・集う推進プロジェクト 159,879,980 200,000
(有)さくらハウジン
グ

福岡県 宗像市 スポーツ観光を軸としたまちの活性化・ひとの国際化推進事業 23,124,880 2,174,956 セキソ(株) (株)湖池屋

福岡県 宗像市
まちの資源を活用した宿泊型スポーツ大会開催による人的交流と経済の
活性化事業

10,000,000 10,000,000 非公表1社

福岡県 うきは市 地域コミュニティ活性化支援事業 110,187,724 0

福岡県 うきは市
うきはの地域資源を活かした文化資本の形成を基盤とする、新たな教育・
学習環境の整備による地方創生人材の育成

21,254,364 4,000,000 非公表2社

福岡県 東峰村 棚田保全から始まる「ｔａｎａｄａ－ｌｉｆｅ」プロジェクト 0 0

福岡県 大刀洗町 「ＴＡＣＨＩ Ａ ＬＩＦＥ」推進プロジェクト 122,562 100,000 (有)宮﨑商事

福岡県 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 72,415,842 3,000,000 (株)ＮＩＴＴＯ
医療法人コミュノテ
風と虹

その他非公表2社

佐賀県 佐賀県 九州佐賀国際空港を核とした交流人口拡大プロジェクト 454,369,298 2,500,000 (株)アテス 日本乾溜工業(株)
(株)キーワード
マーケティング

セゾン自動車火災
保険(株)

(株)アイセル
(株)岩田産業グループホール
ディングス

トヨタエルアンドエ
フ福岡(株)

佐賀県 佐賀市 東よか干潟ワイズユース推進プロジェクト 193,135,180 10,100,000 (株)シンシア
九州セキスイハイ
ム工業(株)

佐賀県 鳥栖市 スタジアムリニューアルによる魅力向上プロジェクト 272,267,640 272,267,640 (株)Ｃｙｇａｍｅｓ

佐賀県 武雄市
～令和元年８月豪雨災害からの復興に向けて～人にやさしく心豊かに暮ら
せるまちづくり事業

28,649,627 500,000 岡本建設(株)

佐賀県 基山町 基山ダブルジビエ活用プロジェクト 2,027,245 0

佐賀県 基山町 基山町合宿所整備プロジェクト 5,831,305 0

佐賀県 基山町 きやまＲＥＳＡＳデジタルアカデミー事業 792,000 400,000
日本タングステン
(株)

佐賀県 基山町 基山草スキー再生プロジェクト 1,985,267 0

佐賀県 基山町 基山町子育て支援施設整備プロジェクト 5,564,413 400,000
ニュートンワークス
(株)

(株)ミズ

佐賀県 みやき町
健幸長寿のまち日本一をめざす みやき版ＣＣＲＣプロジェクト～メディカル
コミュニティセンターを基軸とした生涯活躍のまちの形成～

0 0

佐賀県 太良町 「多良岳２００年の森」 活性化施設整備事業 2,497,000 1,000,000 (有)アオヤマ設計

長崎県 長崎県 長崎の宝物を世界と未来につなぐプロジェクト 56,003,000 1,100,000 久原建築総合(株)
トヨタエルアンドエ
フ福岡(株)

その他非公表1社

長崎県 長崎県
日本の最西端ながさきが目指す国際展開プロジェクト～長崎県の輸出拡
大戦略～

43,999,793 100,000
トヨタエルアンドエ
フ福岡(株)

ＡＮＡテレマート
(株)

オリックス生命保
険(株)

チューリッヒ・インシュアラン
ス・カンパニー・リミテッド

アリアケジャパン
(株)

(株)カネミツ
(株)岩田産業グループホール
ディングス 東亜建設技術(株) 林兼石油(株) 信越石英(株)

(株)石原和幸デザ
イン研究所

(株)日本ピーエス
トヨタエルアンドエ
フ福岡(株)

伸和コントロール
ズ(株)

ソニーセミコンダクタマニュ
ファクチャリング(株)

ポート(株) 東光電気工事(株)
(株)パースジャパ
ン

チューリッヒ・インシュアラン
ス・カンパニー・リミテッド (株)エムシー (有)蘇州林 (株)カネミツ (株)山下ＰＭＣ 林兼石油(株)

アサヒコーポレー
ション(株)

その他非公表1社

長崎県 佐世保市 国際クルーズ拠点形成を契機とした、さらなる観光客誘致に向けて 110,458,000 2,300,000 (株)アミパラ その他非公表1社

熊本県 八代市 海外クルーズ船寄港を活かした観光・物産プロジェクト 88,549,877 0

熊本県 八代市 八代圏域ツナガルインターンシッププロジェクト 29,517,900 0

熊本県 八代市 八代市健康交流のまちづくりを目指したヘルスツーリズム構築事業 31,000,000 0

長崎県 長崎市 世界新三大夜景の魅力向上プロジェクト 109,978,308 7,800,000

長崎県 長崎県
地域の将来を担い支える若者の人材育成支援プロジェクト～奨学金返済
アシストと県立大学の充実～

731,862,871 14,300,000



熊本県 水俣市 「若い力にかがやく未来を」プロジェクト 264,680 0

熊本県 宇土市 宇土市の未来人材育成プロジェクト 7,249,772 300,000
三共コンサルタン
ト(株)

熊本県 合志市
既存公共施設・機能の集積を活かした、多世代が集う健康・知の拠点づく
り推進計画

103,857,812 11,300,000 自然電力(株) (有)コガジム (株)三好不動産

熊本県 小国町 小国杉をもっとずっと使って計画 2,214,350 1,000,000 アステリア(株)

熊本県 高森町 エンタメ業界と連携したまちづくりプロジェクト 1,700,000 1,600,000 (株)コアミックス

熊本県 御船町 みふね移住促進×観光交流プロジェクト 9,042,390 0

熊本県 益城町 熊本地震の遺産（地表断層）を活用した賑わい創出 2,057,432 200,000 (株)日装 (株)堤酒造

熊本県 益城町
次世代に継承したい益城町づくりプロジェクト～熊本地震の経験知を活か
した防災・減災力の復興～

1,509,399 1,100,000 大同生命保険(株) AIG損保保険(株) その他非公表1社

熊本県 氷川町 海外クルーズ船寄港を活かした観光・物産プロジェクト 1,656,200 0

熊本県 氷川町 八代圏域ツナガルインターンシッププロジェクト 1,356,570 0

熊本県 芦北町 海外クルーズ船寄港を活かした観光・物産プロジェクト 5,269,000 0

熊本県 芦北町 八代圏域ツナガルインターンシッププロジェクト 2,427,630 0

熊本県 球磨村 球磨村の未来を担う人材確保事業 723,000 723,000
(株)リクロスエクス
パンション

(株)グローバルエ
ンジニアリング

大分県 大分県 「おおいターン」応援プロジェクト 4,849,000 1,600,000 九州電設(株)
(株)岩田産業グループホール
ディングス 三島鐵工(株)

大分県 杵築市 杵築市チャレンジ人材支援プロジェクト 4,000,000 2,000,000
中山リサイクル産
業(株)

その他非公表1社

大分県 杵築市 「世界農業遺産の里」が育む医薬生産基盤確立プロジェクト 6,100,000 6,000,000 (株)龍角散

大分県 宇佐市
空の見えるフィールドミュージアムでまちづくり「宇佐市平和ミュージアム
（仮称）資料館建設プロジェクト」

0 0

大分県 由布市 由布市に集え！　起業・創業　プロジェクト 4,000,000 0

大分県 由布市 観光受入環境基盤整備事業 5,836,131 0

大分県 国東市 「世界農業遺産の里くにさきで就業・起業・創業」の実現プロジェクト 12,076,000 6,000,000 非公表2社

宮崎県 宮崎県 みやざき産業人財確保支援事業 43,648,384 15,557,354 マルマン(株) 十勝技術開発(株)
(株)岩田産業グループホール
ディングス 松野工業(株)

(株)みつばシステ
ム

新生電子(株)

宮崎県 宮崎県 世界ブランドや文化を生かした地域づくり 6,806,646 542,646 非公表1社

宮崎県 日南市 飫肥のまち再興プロジェクト事業 21,718,939 3,000,000 (株)エスプール 矢野運輸(株)

宮崎県 小林市 小林市教育環境魅力向上プロジェクト 11,794,085 1,100,000
文化シヤッター
(株)

秘書センター(株)

宮崎県 日向市 サーフタウン日向プロジェクト推進計画 36,830,808 0

宮崎県 日向市 しごとを創り「稼ぐ力」を生み出す日向市しごと創生プロジェクト 22,919,481 0

宮崎県 国富町 国富町働く若者定住促進事業 6,900,000 0

宮崎県 木城町 木城えほんの郷を活かした子育て世代の移住促進プロジェクト 23,430,000 4,300,000 東亜建設技術(株) その他非公表1社

(株)イワハラ (株)丸誠電器
(株)花菱塗装技研
工業

(有)花菱精板工業 三桜電設(株) 大正測量設計(株) (株)バディ (株)アブニール (株)大興不動産
(株)南日本環境セ
ンター

(株)創建
医療法人社団創
志会

西部電気工業(株) その他非公表5社

鹿児島県 鹿児島県 かごしまの未来を担う人材育成プロジェクト 253,600,000 3,100,000 (株)竹之内工務店
(株)マルタシェル
サービス

(株)飯塚製作所
(有)シー・アイ・エ
ス

(株)岩田産業グループホール
ディングス その他非公表2社

鹿児島県 鹿児島県 奄美世界自然遺産プロジェクト 104,977,000 2,000,000 (株)竹之内工務店
(有)シー・アイ・エ
ス

(株)グリーンユー
ティリティー

医療法人社団有
恒会

その他非公表1社

鹿児島県 鹿児島県 明治維新150周年関連プロジェクト推進計画 5,743,308 1,800,000 (株)ファクト (株)飯塚製作所
(株)グリーンピアチ
トセ

Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ
(株)

その他非公表1社

鹿児島県 鹿児島市 「西郷どん」のまち魅力体感プロジェクト 23,794,694 500,000 GMOペパポ(株)

鹿児島県 鹿児島市 “クリエイティブかごしま”未来の担い手育成プロジェクト 70,509,945 2,100,000 南国興産(株) その他非公表1社

鹿児島県 鹿児島市 “南国かごしま”花と緑のおもてなしプロジェクト 14,689,230 600,000
(株)プライムアシ
スタンス

パワーシェアリン
グ(株)

鹿児島県 鹿屋市 子育て広場設置事業 18,306,617 15,800,000 (株)鹿児島銀行

鹿児島県 阿久根市 寺島宗則旧家保存活用プロジェクト 11,661,983 300,000
(有)長崎医学中央
検査室

宮崎県 美郷町 美郷町ＰＲプロジェクト 23,100,761 14,500,000



鹿児島県 出水市 戦争遺跡保存活用プロジェクト 228,960 0

鹿児島県 出水市 ツルの子恩返しプロジェクト 10,139,120 3,000,000 (有)阪和冷熱

鹿児島県 指宿市 指宿市サッカー・多目的グラウンド整備事業 745,086,000 1,600,000 ポート(株) (有)ハヤト工業
長谷川体育施設
(株)

(株)鹿児島銀行

鹿児島県 西之表市 オリンピックホストタウン交流事業 1,195,980 1,000,000 (株)竹之内工務店

鹿児島県 薩摩川内市 生き生きと働くまち薩摩川内応援プロジェクト 34,960,000 6,100,000
九州おひさま発電
(株)

南国交通(株) (株)植村組 ポート(株)

鹿児島県 薩摩川内市 薩摩國（さつまのくに）ブランドＥＣプロジェクト事業 15,000,000 0

鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市若者就労者奨学金返還支援プロジェクト 32,971,000 3,000,000 (株)鹿児島銀行

鹿児島県 薩摩川内市 遊休地域資源を活用した新ビジネス創出応援プロジェクト 6,168,954 200,000 (株)大進 住友商事(株)

鹿児島県 薩摩川内市 コンベンションセンターを軸とした交流促進 2,001,000 2,000,000 南国交通(株) (株)中川製作所

鹿児島県 日置市 健やかにはぐくむひおきっ子支援事業 8,734,314 8,123,000 (株)鹿児島銀行

鹿児島県 日置市 観光ＰＲ武将隊プロジェクト 24,138,454 22,782,000 (株)鹿児島銀行
(株)ムジャキフー
ズ

鹿児島県 南さつま市 南さつま飛びたて高校生プロジェクト 3,730,000 3,730,000 (株)鹿児島銀行 シフトプラス(株) マルタニ試工(株)

鹿児島県 志布志市 使用済み紙オムツ再資源化事業 21,531,079 5,000,000 ＢＴＶ(株)

鹿児島県 南九州市 光ブロードバンド整備による地域活性化事業 148,245,000 1,500,000 インフラテック(株) 世紀東急工業(株) (株)システム九州 (有)小田畜産
(株)JA食肉かごし
ま

(株)ひおき 竹山建設(株)
三州技術コンサル
タント(株)

(株)勇晃建設 (株)森山（清）組 中川運輸(株)
(株)三水技術コン
サルタント

(株)三反田設計 (株)沖新船舶工業 (株)永代建設

市田兄弟土木(株) マルセ工販(株) 葉月工業(株) (株)ヨコハマ工販 (株)前田建設 (株)日本地下技術
鹿児島ドック鉄工
(株)

十島工事(株) 川口建設(株) (株)鹿児島有恒社

メンテ
TOKARA(株)

永田重機土木(株)
(株)建設技術コン
サルタンツ

(株)鹿児島環境測
定分析センター

ダイハツディーゼ
ル西日本(株)

鹿児島県 南大隅町 南大隅町タウンプロモーション事業 0 0

鹿児島県 肝付町 スペースサイエンスタウンの実現に向けた地域再生プロジェクト 2,000 0

鹿児島県 大和村
自治体による民間法人「大和村まほろば地域総合商社」設立運営プロジェ
クト

4,096,350 0

鹿児島県 徳之島町
コワーキングスペースを拠点とした離島発しごと×学び×暮らしのカタチづ
くり計画

4,490,208 3,500,000
(株)マリンカーゴ沖
縄

(株)スワイク

鹿児島県 伊仙町 「生涯活躍の町・伊仙町再生計画」 5,483,065 5,100,000 (株)徳伸 コスモプラス(株) ワイテック(株)
(有)南西通信シス
テム

その他非公表1社

沖縄県 国頭村 国頭村野生生物と共存する癒しの里づくり事業 1,177,132 250,000 (有)名嘉山重建

沖縄県 国頭村 「国頭トレイルランニング大会」を通じた滞在型観光推進プロジェクト 848,000 250,000 (有)名嘉山重建

沖縄県 本部町 もとぶ元気再生プロジェクト 7,532,260 5,000,000
沖縄ハム総合食
品(株)

40,442,892,418 3,380,279,427合計

鹿児島県 十島村 十島村ＰＲプロジェクト 4,662,000 4,662,000


