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地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）対象事業の 

地域再生計画認定（令和元年度第４回）について 

～令和２年度税制改正の効果により、認定件数・活用団体が大幅に増加～ 

 

令和２年３月３１日 

内閣府地方創生推進事務局 

 

本日、地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）第５条第４項第２号に規定する「まち・ひ

と・しごと創生寄附活用事業」を記載する地域再生計画について、同条第 15項の規定に基

づき、以下のとおり認定しました。 

今回の認定は、地方創生の更なる充実・強化に向け、地方への資金の流れを飛躍的に高

める観点から、税額控除割合の引上げや認定手続の簡素化等を盛り込んだ関係法令の改正

（令和２年３月 31日公布）後、初めて実施するものです。 

 

１．地域再生計画の認定状況 

  令和２年度税制改正により、地方版総合戦略の抜粋・転記による地域再生計画の申請・

認定が可能となるなど、認定手続の抜本的な簡素化等が図られ、認定件数が大幅に増加

しました。 

区分 件数 

新規認定計画 495件 

変更認定計画 92件 

計 587 件 

また、地方版総合戦略に位置付けられた地方創生に資する事業を包括的に認定するこ

とにより、幅広い事業への寄附の充当が可能となりました。 

  ○ 包括的な地域再生計画の認定 451件（認定した地域再生計画 587 件の約 77％） 

 

２．活用団体の状況 

  今回の認定により、活用団体が過去４年間の累計を大幅に上回りました。 

活用 

団体 
今回の認定 

平成 28年度第１回から 

令和元年度第３回までの 

認定（累計） 

道府県 41道府県 89.1％ 40道府県 86.9％ 

市町村 520市町村 30.7％ 388市町村 22.9％ 

計 561 団体 32.3％ 428団体 24.6％ 

（参考）各年度の新規認定計画数 

・平成 28年度：298件 

・平成 29年度：174件 

・平成 30年度：141件 

・令和 元年度：55件 

※ 複数の地域再生計画を申請している団体あり。 
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３．今後の予定 

  令和２年度第１回認定申請受付は令和２年５月頃を予定しています。 

 

 

 ● 添付資料 

  ・ 別紙１ 企業版ふるさと納税の概要 

  ・ 別紙２ 地域再生計画の認定 

・ 別紙３ 令和元年度第４回認定（令和２年３月 31日）の状況 

・ 別紙４ 企業版ふるさと納税の活用状況（都道府県別） 

  ・ 別紙５ 企業版ふるさと納税に係る認定地域再生計画一覧（新規認定計画） 

  ・ 別紙６ 企業版ふるさと納税に係る認定地域再生計画一覧（変更認定計画） 

 

 

《お問い合わせ先》 

内閣府地方創生推進事務局 

TEL:03-6257-1421 



企業版ふるさと納税の概要
地方公共団体が行う地方創生の取組に対する企業の寄附について、

法人関係税を税額控除する優遇措置（令和２年度から令和６年度までの特例措置）

制度のポイント
○ 企業が寄附しやすいよう、

・損金算入による軽減効果に税額控除による軽減効果を上乗せ

・寄附額の下限は10万円と低めに設定

○ 寄附企業への経済的な見返りは禁止

○ 寄附額は事業費の範囲内とすることが必要
※ 不交付団体である東京都、不交付団体で三大都市圏の既成市街地等

に所在する市区町村は対象外。
※ 本社が所在する地方公共団体への寄附は対象外。

例）1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減。

☑ 税額控除の割合を現行の２倍に引上げ、税の軽減効果を最大約９割（現行約６割）に

☑ 地方版総合戦略の抜粋・転記による地域再生計画の申請・認定を可能に

☑ 地方創生関係交付金や地方財政措置を伴わない補助金・交付金に加え、併用可能な国の補助金・交付金の

範囲を拡大

☑ 地域再生計画の認定後、「寄附の金額の目安」の範囲内であれば、事業費確定前の寄附の受領を可能に

①法人住民税 寄附額の４割を税額控除。
（法人住民税法人税割額の20％が上限）

②法人税 法人住民税で４割に達しない場合、その残額を税額控除。
ただし、寄附額の１割を限度。（法人税額の５％が上限）

③法人事業税 寄附額の２割を税額控除。（法人事業税額の20％が上限）

現行
（税額控除
最大３割）

拡充
（税額控除
最大３割）

寄附額

損金算入
約３割

通常の寄附

企業
負担

(約１割)

〇 以下の見直しを行った上、適用期限を５年間延長（令和６年度まで）する。

令和２年度税制改正のポイント

地方創生の更なる充実・強化に向け、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、企業版ふ

るさと納税について、税額控除割合の引上げや手続の簡素化等、大幅な見直しを実施する。

【税額控除割合の引上げ（イメージ）】

（別紙１）



地域再生計画の認定

企業が所在する自治体
（法人住民税・法人事業税）

企業

④寄附

内閣府

③計画の認定

地域再生計画

○○市
総合戦略

・○○事業
・△△事業
・◇◇事業

⑤税額控除

①地方公共団体が
地方版総合戦略を策定

②①の地方版総合戦略を
基に、地方公共団体が
地域再生計画を作成

国
（法人税）

● 地方公共団体は、まず「地域再生計画」の認定を受けることが必要

【認定に係る改正点】

〇 地方版総合戦略の抜粋・転記による地域再生計画の申請が可能となった。
〇 認定申請前に、寄附対象事業を予算事業単位で特定する必要はなくなった。
〇 認定申請前に、寄附企業や寄附見込額を確保する必要もなくなった。

【令和元年度第４回認定スケジュール】

・令和元年12月20日：税制改正の大綱閣議決定。同日付で地域再生計画認定申請受付に係る事務連絡発出。
・事前相談期間：12月20日～１月９日 / 本申請期間：１月21日～１月24日
・地域再生計画認定日：令和２年３月31日（予定）

認定を受けることにより、地方公共団体は企業から「寄附」の受入れが可能。
⇒ 具体的にどのような事業について寄附を求めるかは、認定後、企業と接触し、
その意向を確認しながら検討。

企業版ふるさと納税 制度活用の流れ

（別紙２）



令和元年度第４回認定の状況
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495件
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（32.3％）
道府県：41道府県（89.1％）
市町村：520市町村（30.7％）

（24.6％）
道府県：40道府県（86.9％）
市町村：388市町村（22.9％）

○ 活用団体数
これまでの４年間の累計（428団体(全体の24.6％)）を大きく上回る 561団体(全体の32.3％) に増加

令和２年度税制改正の効果により、地域再生計画認定件数・活用団体が大幅に増加

新規認定計画数の推移
○ 地域再生計画認定件数 587件
・新規認定計画：495件 ・変更（延長）認定計画：92件
※ 495件のうち、包括的な地域再生計画の認定は451件（全体の77％）

＋92件
（変更（延長））

活用団体数（認定を受けた団体数）の推移

587件

（別紙３）



 

 

（別紙４） 

 

企業版ふるさと納税の活用状況（都道府県別） 

 

     （単位：件） 

  

活用団体数 

活用市町村 

割合 

    活用団体数 

活用市町村 

割合 

道 
府 
県 
分 

市 
町 
村 
分 

合 
計    

道 
府 
県 
分 

市 
町 
村 
分 

合 
計 

北海道 １ 46 47 25.7％  滋賀県 １ ６ ７ 31.6％ 

青森県 １ 36 37 90.0％  京都府 １ 16 17 61.5％ 

岩手県 １ ６ ７ 18.2％  大阪府 １ ７ ８ 16.3％ 

宮城県 １ 12 13 34.3％  兵庫県 １ 15 16 36.6％ 

秋田県 １ ５ ６ 20.0％  奈良県 １ 13 14 33.3％ 

山形県 １ ６ ７ 17.1％  和歌山県 ０ ８ ８ 26.7％ 

福島県 １ 14 15 23.7％  鳥取県 １ ３ ４ 15.8％ 

茨城県 １ 10 11 23.3％  島根県 １ ７ ８ 36.8％ 

栃木県 １ ６ ７ 24.0％  岡山県 １ 16 17 59.3％ 

群馬県 １ 15 16 42.9％  広島県 １ 10 11 43.5％ 

埼玉県 １ 11 12 18.6％  山口県 １ ６ ７ 31.6％ 

千葉県 ０ 12 12 23.5％  徳島県 １ ４ ５ 16.7％ 

東京都  ３ ３ 10.3％  香川県 １ ５ ６ 29.4％ 

神奈川県 １ ５ ６ 20.0％  愛媛県 １ ５ ６ 25.0％ 

新潟県 １ 23 24 76.7％  高知県 １ 11 12 32.4％ 

富山県 １ ８ ９ 53.3％  福岡県 １ 

 

15 16 25.0％ 

石川県 １ ６ ７ 31.6％  佐賀県 １ ７ ８ 35.0％ 

福井県 １ ６ ７ 35.3％  長崎県 １ ７ ８ 33.3％ 

山梨県 １ ５ ６ 18.5％  熊本県 １ 10 11 22.2％ 

長野県 １ 26 27 33.8％  大分県 １ 14 15 77.8％ 

岐阜県 １ 18 19 42.9％  宮崎県 １ ８ ９ 30.8％ 

静岡県 １ 13 14 37.1％  鹿児島県 １ 15 16 34.9％ 

愛知県 ０ ７ ７ 13.0％  沖縄県 ０ ３ ３ 7.3％ 

三重県 ０ 10 10 34.5％  合計 41 520 561 30.7％ 

（注）活用市町村割合は、企業版ふるさと納税を活用できない地方公共団体を除いた割合。 
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●新規認定計画

地域再生計画名

北海道 北海道創生総合戦略推進計画

北海道 札幌市 さっぽろ未来創生プロジェクト

北海道 小樽市 小樽市まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 室蘭市 室蘭市まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 釧路市 釧路市まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 稚内市 稚内市まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 美唄市 美唄市まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 江別市 江別市まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 紋別市 紋別市まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 名寄市 名寄市まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 三笠市 三笠市まち・ひと・しごと創生総合推進計画

北海道 深川市 深川市まち・ひと・しごと創生寄附活用計画

北海道 富良野市 富良野市まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 恵庭市 恵庭市創生推進計画

北海道 石狩市 石狩市まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 当別町 当別町総合戦略の推進に関する企業版ふるさと納税活用計画

北海道 八雲町 八雲町産業活性化・雇用創出計画

北海道 厚沢部町 厚沢部町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 ニセコ町 ニセコ町自治創生推進計画

北海道 真狩村 真狩村まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 岩内町 岩内町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 余市町 余市町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 南幌町 南幌町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 沼田町 第２期沼田町総合戦略推進計画

企業版ふるさと納税に係る
認定地域再生計画一覧（令和元年度第４回）

地方公共団体名
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地域再生計画名地方公共団体名

北海道 東川町 東川町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 美瑛町 美瑛町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 上富良野町 上富良野町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 中富良野町 中富良野町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 中川町 企業版ふるさと納税を活用した地域商社とサテライトスペース連携推進計画

北海道 幌加内町 幌加内町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画

北海道 増毛町 ましけ　まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 猿払村 猿払村まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 美幌町 美幌町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 津別町 津別町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 遠軽町 遠軽町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 安平町
未来へつながる復興まちづくりプロジェクト～震災前よりも魅力ある町づくりに向けて
～

北海道 音更町 魅力発信拠点施設整備による交流促進のまちづくり

北海道 上士幌町 上士幌町総合戦略推進計画

北海道 芽室町 芽室町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 大樹町 大樹発！航空宇宙関連産業集積による地域創生推進計画

北海道 広尾町 広尾町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 浦幌町 浦幌町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 釧路町 釧路湿原と共生する釧路町観光推進計画

青森県 青森県まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 青森市 青森市まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 弘前市 弘前市まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 八戸市 八戸市まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 黒石市 黒石市まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 五所川原市 五所川原市まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 十和田市 十和田市まち・ひと・しごと創生推進計画
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地域再生計画名地方公共団体名

青森県 三沢市 三沢市まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 むつ市 むつ市まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 つがる市 つがる市まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 平川市 平川市まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 平内町 平内町まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 今別町 今別町まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 蓬田村 蓬田村まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 外ヶ浜町 外ヶ浜町まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 深浦町 深浦町まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 藤崎町 藤崎町まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 大鰐町 大鰐町まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 田舎館村 田舎館村まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 板柳町 板柳町まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 鶴田町 鶴田町まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 中泊町 中泊町まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 野辺地町 野辺地町まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 七戸町 七戸町まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 横浜町 横浜町まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 東北町 東北町まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 六ヶ所村 六ヶ所村まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 おいらせ町 おいらせ町まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 東通村 東通村まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 風間浦村 風間浦村まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 三戸町 三戸町まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 五戸町 五戸町まち・ひと・しごと創生推進計画
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青森県 田子町 田子町まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 南部町 南部町まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 階上町 階上町まち・ひと・しごと創生推進計画

青森県 新郷村 新郷村まち・ひと・しごと創生推進計画

岩手県 岩手県ふるさと振興プロジェクト

岩手県 盛岡市 盛岡市まち・ひと・しごと創生推進事業計画

岩手県 遠野市 遠野ふるさと再生プロジェクト

岩手県 雫石町 雫石町まちひとしごと創生総合戦略推進計画

岩手県 紫波町 紫波町まち・ひと・しごと創生推進計画

岩手県 洋野町 洋野町まち・ひと・しごと創生推進プロジェクト

宮城県 みやぎ・子どもの笑顔プロジェクト

宮城県 松島湾周遊体験観光地整備プロジェクト

宮城県 令和のむらづくり推進プロジェクト

宮城県 車載・ＩｏＴソリューション機器開発支援拠点整備プロジェクト

宮城県 仙台市 ローカルブランディング及び外貨獲得支援事業

宮城県 仙台市 キャッシュレス決済等データ利活用支援事業

宮城県 気仙沼市 気仙沼市まち・ひと・しごと創生推進計画

宮城県 多賀城市 歴史都市多賀城ブランド向上計画

宮城県 登米市 登米市まち・ひと・しごと創生推進計画

宮城県 富谷市 富谷市民図書館整備計画

宮城県 川崎町 川崎町まち・ひと・しごと創生推進計画

宮城県 丸森町 丸森町台風第19号災害再生計画 ～早期復旧による元気な丸森復活に向けて～

宮城県 利府町
利府町モデル！『地域産業』×『こあきない』×『シビックプライドの醸成』によるまちの
賑わい拡大事業

宮城県 加美町 加美町まち・ひと・しごと創生推進計画

宮城県 南三陸町 南三陸町まち・ひと・しごと創生推進計画

秋田県 秋田県まち・ひと・しごと創生推進計画
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秋田県 大館市 外に強く、内に優しいまちづくり推進計画

秋田県 鹿角市 鹿角市まち・ひと・しごと創生推進計画

秋田県 仙北市 自らのまちを自らが拓くまちづくり計画

秋田県 小坂町 小坂町まち・ひと・しごと創生推進計画

山形県 山形県まち・ひと・しごと創生推進計画

山形県 米沢市
西吾妻山×天元台高原×白布温泉エリア リボーンプロジェクトに係る企業版ふるさ
と納税推進計画

山形県 鶴岡市 鶴岡市まち・ひと・しごと創生推進計画

山形県 酒田市 酒田市まち・ひと・しごと創生推進計画

山形県 天童市 海外プロモーション等によるインバウンド促進・販路拡大推進計画

山形県 飯豊町 田園の息吹が暮らしを豊かにするまち「いいで」

福島県 企業版福島県復興創生応援事業

福島県 福島市 福島市企業版ふるさと納税推進計画

福島県 いわき市 いわき創生推進計画

福島県 白河市 白河市みらい創造推進計画

福島県 喜多方市 わくわく喜多方再生プロジェクト

福島県 相馬市 相馬市地方創生推進計画

福島県 田村市 企業版田村市地域創生応援事業

福島県 南相馬市 南相馬市１００年のまちづくり応援事業

福島県 本宮市 本宮市まち・ひと・しごと創生推進計画

福島県 西会津町 西会津町まち・ひと・しごと創生推進計画

福島県 浪江町 浪江町地域再生計画

福島県 葛尾村 葛尾村総合戦略推進事業

茨城県 茨城県まち・ひと・しごと創生推進計画

茨城県 水戸市 水戸市まち・ひと・しごと創生推進計画

茨城県 石岡市 石岡市まち・ひと・しごと創生推進計画

茨城県 常総市 常総市まち・ひと・しごと創生推進計画



（別紙５）

6

地域再生計画名地方公共団体名

茨城県 笠間市 笠間市ひと・まち・もの創生推進計画

茨城県 筑西市 筑西市まち・ひと・しごと創生推進計画

茨城県 かすみがうら市 かすみがうら市まち・ひと・しごと創生推進計画

茨城県 つくばみらい市 つくばみらい市まち・ひと・しごと創生推進計画

茨城県 阿見町 あみ・未来プロジェクト

茨城県 境町 河岸の街さかい創生推進プロジェクト

栃木県 元気なとちぎの未来創造プロジェクト

栃木県 宇都宮市 宇都宮市まち・ひと・しごと創生推進計画

栃木県 佐野市 佐野市まち・ひと・しごと創生推進計画

栃木県 鹿沼市 鹿沼市 ひと・まち・しごと創生推進計画

栃木県 小山市 小山市まち・ひと・しごと創生推進計画

栃木県 下野市 企業版ふるさと納税を活用した地方創生推進事業

栃木県 上三川町 上三川町まち・ひと・しごと創生推進計画

群馬県 群馬県まち・ひと・しごと創生推進計画

群馬県 前橋市 前橋市まち・ひと・しごと創生推進計画

群馬県 桐生市 桐生市まち・ひと・しごと創生推進計画

群馬県 太田市 太田市まち・ひと・しごと創生推進計画

群馬県 館林市 日本遺産「里沼」と名勝躑躅ヶ岡を中心とした持続可能なまちづくりプロジェクト

群馬県 渋川市 渋川市まち・ひと・しごと創生推進計画

群馬県 富岡市 富岡市まち・ひと・しごと創生推進計画

群馬県 みどり市 みどり市まち・ひと・しごと創生推進計画

群馬県 嬬恋村 嬬恋村第２期まち・ひと・しごと創生推進計画

群馬県 川場村 第２期川場村まち・ひと・しごと創生推進計画

群馬県 板倉町 板倉町まち・ひと・しごと創生推進計画

群馬県 明和町 明和活性化人づくりプロジェクト

群馬県 千代田町 千代田町まち・ひと・しごと創生推進計画
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群馬県 邑楽町 邑楽町まち・ひと・しごと創生推進計画

埼玉県 埼玉県まち・ひと・しごと創生推進計画

埼玉県 熊谷市 熊谷市まち・ひと・しごと創生推進計画

埼玉県 飯能市 森林文化都市はんのう　賑わい活力創造プロジェクト

埼玉県 鴻巣市 鴻巣市まち・ひと・しごと創生推進計画

埼玉県 深谷市 深谷市まち・ひと・しごと創生推進計画

埼玉県 志木市
人口を減らさない！税収も減らさない！市民の皆さんの笑顔を絶やさない！まちづく
りプロジェクト

埼玉県 鶴ヶ島市 「しあわせ共感　安心のまち　つるがしま」実現プロジェクト

埼玉県 日高市 清流文化都市ひだか創生プロジェクト

埼玉県 滑川町 滑川町まち・ひと・しごと創生推進計画

埼玉県 小川町 小川町まち・ひと・しごと創生推進計画

埼玉県 横瀬町 第６次横瀬町総合振興計画に基づくカラフルタウン実現のための計画

千葉県 千葉市 千葉市まち・ひと・しごと創生寄付活用事業

千葉県 銚子市 銚子市しごと・ひと・まち創生推進計画

千葉県 船橋市 船橋市まち・ひと・しごと創生推進計画

千葉県 茂原市 茂原市まち・ひと・しごと創生推進計画

千葉県 柏市 柏市まち・ひと・しごと創生推進計画

千葉県 鴨川市 鴨川市まち・ひと・しごと創生推進計画

千葉県 山武市 山武市まち・ひと・しごと創生推進計画

東京都 青梅市 青梅市まち・ひと・しごと創生～あそぼうよ！青梅プロジェクト～

神奈川県 神奈川県まち・ひと・しごと創生推進計画

神奈川県 横浜市 横浜市まち・ひと・しごと創生推進計画

神奈川県 横須賀市 横須賀市まち・ひと・しごと創生推進計画

神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創生推進計画

神奈川県 逗子市 逗子市まち・ひと・しごと創生推進計画

新潟県 住んでよし、訪れてよしの新潟県づくり推進計画
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新潟県 新潟市 新潟市まち・ひと・しごと創生寄附活用計画

新潟県 長岡市 長岡市まち・ひと・しごと創生事業

新潟県 三条市 三条市総合戦略推進計画

新潟県 新発田市 「しごと」×「ひと」新発田市魅力創生プロジェクト

新潟県 小千谷市 小千谷市総合戦略推進計画

新潟県 十日町市 第２期十日町市 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画

新潟県 村上市 スケートボードの聖地「むらかみ」セカンドプロジェクト

新潟県 燕市 燕市まち・ひと・しごと創生推進計画

新潟県 妙高市 妙高版総合戦略推進計画

新潟県 五泉市 五泉市まち・ひと・しごと創生推進計画

新潟県 上越市 上越市まち・ひと・しごと創生推進計画

新潟県 阿賀野市 阿賀野市まち・ひと・しごと創生推進計画

新潟県 佐渡市 佐渡市まち・ひと・しごと創生推進計画

新潟県 魚沼市 魚沼市まち・ひと・しごと創生推進計画

新潟県 南魚沼市 南魚沼市まち・ひと・しごと創生推進計画

新潟県 胎内市 自然が活きる、人が輝く、交流のまち胎内推進計画

新潟県 聖籠町 聖籠町まち・ひと・しごと創生推進計画

新潟県 弥彦村 弥彦村特産「えだまめ」販路拡大プロジェクト

新潟県 阿賀町 自然環境の保全とその地域資源を活用した教育活動支援計画

新潟県 出雲崎町 出雲崎町まち・ひと・しごと創生推進計画

新潟県 湯沢町 湯沢町まち・ひと・しごと創生推進計画

新潟県 粟島浦村 ２０４０年住民票総人口３００人プロジェクト

富山県 第２期とやま未来創生戦略推進計画

富山県 富山市 「とほ活」ベンチプロジェクト

富山県 高岡市 高岡市まち・ひと・しごと創生推進計画

富山県 氷見市 第２期氷見市まち・ひと・しごと創生推進計画
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富山県 黒部市 第２期黒部市総合戦略推進計画

富山県 小矢部市 おやべルネサンス総合戦略推進計画

富山県 南砺市 南砺市まち・ひと・しごと創生推進計画

富山県 立山町 立山町次代をつくるまちづくりプロジェクト

石川県 第２期いしかわ創生推進計画

石川県 金沢市 金沢版総合戦略推進計画

石川県 小松市 こまつ版まち・ひと・しごと創生プロジェクト

石川県 珠洲市 珠洲市まち・ひと・しごと創生推進計画

石川県 白山市 白山市まち・ひと・しごと創生推進計画

石川県 能美市 能美創生推進計画

福井県 福井県　まち・ひと・しごと創生推進計画

福井県 福井市 福井市まち・ひと・しごと創生推進計画

福井県 勝山市 勝山市まち・ひと・しごと創生推進計画

福井県 鯖江市 第２期鯖江市まち・ひと・しごと創生推進計画

福井県 坂井市 坂井市まち・ひと・しごと創生推進計画

福井県 越前町 越前町まち・ひと・しごと創生推進計画

福井県 若狭町 若狭町住み続けたくなるまちづくり計画

山梨県 山梨県地方創生推進計画

山梨県 都留市 「ひと集い　学びあふれる　生涯きらめきのまち　つる」創生プロジェクト

山梨県 山梨市 これからの山梨市を担う子供たちを育て支えるプロジェクト

山梨県 大月市 大月市まち・ひと・しごと創生推進計画

山梨県 韮崎市 韮崎市まち・ひと・しごと創生推進計画

長野県 長野県地域再生計画～確かな暮らしが営まれる美しい信州～

長野県 松本市 「健康寿命延伸都市・松本」地方創生推進計画

長野県 岡谷市 岡谷市　人が集い、にぎわいと活力あふれるまち推進計画

長野県 須坂市 須坂市まち・ひと・しごと創生推進計画
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長野県 千曲市 千曲市まち・ひと・しごと創生推進計画

長野県 東御市 東御市まち・ひと・しごと創生推進計画

長野県 御代田町 御代田町まち・ひと・しごと創生推進計画

長野県 箕輪町 箕輪町まち・ひと・しごと創生推進計画

長野県 南箕輪村 南箕輪村まち・ひと・しごと創生推進計画

長野県 中川村 中川村まち・ひと・しごと創生推進計画

長野県 根羽村 根羽村まち・ひと・しごと創生推進計画

長野県 小布施町 小布施まち・ひと・しごと創生推進計画

長野県 信濃町 信濃町まち・ひと・しごと創生推進計画

岐阜県 岐阜市
SDGs実現に向けた、多様な人々の地域への誇りと活躍を力に未来に進化する都市
づくり

岐阜県 岐阜市 SDGｓ実現に向けた、スポーツを通じて誰もが元気に健幸するまちづくり

岐阜県 高山市 高山市まち・ひと・しごと創生推進計画

岐阜県 多治見市 共につくる。まるごと元気！多治見

岐阜県 関市 関市まち・ひと・しごと創生推進計画

岐阜県 中津川市 かがやく人々、やすらげる自然、活気あふれる中津川計画

岐阜県 美濃市 美濃市まち・ひと・しごと創生推進計画

岐阜県 瑞浪市 瑞浪市まち・ひと・しごと創生推進計画

岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市まち・ひと・しごと創生推進計画

岐阜県 土岐市 土岐市まち・ひと・しごと創生推進計画

岐阜県 各務原市 各務原市まち・ひと・しごと創生推進計画

岐阜県 可児市 可児市まち・ひと・しごと創生推進計画

岐阜県 飛騨市 元気であんきな誇りの持てるふるさと飛騨市づくり ～人口減少時代の処方箋～

岐阜県 郡上市 観光立市郡上　まち・ひと・しごと創生計画

岐阜県 関ケ原町 関ケ原町まち・ひと・しごと創生推進計画

岐阜県 富加町 富加町いつまでも活力がある誰もが住んでみたいまちづくり計画

岐阜県 川辺町 川辺町まち・ひと・しごと創生推進計画
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岐阜県 七宗町 七宗町まち・ひと・しごと創生推進計画

岐阜県 白川村 白川村未来を担う人材育成計画

静岡県 美しい“ふじのくに”まち・ひと・しごと創生推進計画

静岡県 浜松市 市民協働で築く「未来へかがやく創造都市・浜松」推進計画

静岡県 沼津市 沼津市まち・ひと・しごと創生推進計画

静岡県 富士宮市 富士宮市の強みを生かした地域活性化計画

静岡県 伊東市 伊東市まち・ひと・しごと創生推進計画

静岡県 富士市 企業版ふるさと納税による富士市応援計画

静岡県 磐田市 磐田市まち・ひと・しごと創生推進計画

静岡県 焼津市 やいづ未来戦略推進計画～オールやいづで躍動する健やかなまちづくりを目指す～

静岡県 掛川市 掛川市まち・ひと・しごと創生推進計画

静岡県 藤枝市 藤枝市まち・ひと・しごと創生推進計画

静岡県 御殿場市 御殿場市地域再生計画

静岡県 伊豆市 伊豆市まち・ひと・しごと創生推進計画

静岡県 牧之原市 豊かな暮らしの創出に係る交流・学びの拠点整備計画（企業版ふるさと納税）

静岡県 南伊豆町 南伊豆町まち・ひと・しごと創生推進計画

愛知県 豊橋市 豊橋市まち・ひと・しごと創生推進計画

愛知県 春日井市 高蔵寺ニューモビリティタウン構想促進計画

愛知県
愛知県

豊川市
新城市

企業版ふるさと納税を活用した東三河ドローン・リバー構想推進プロジェクト（仮称）

愛知県 東海市 東海市まち・ひと・しごと創生推進計画

愛知県 知立市 知立市まち・ひと・しごと創生推進計画

三重県 津市 津市まち・ひと・しごと創生推進計画

三重県 松阪市 松阪市まち・ひと・しごと創生推進計画

三重県 鳥羽市 鳥羽市まち･ひと･しごと創生推進計画

三重県 熊野市 熊野市まち・ひと・しごと創生推進計画

三重県 いなべ市 住んでい～な！来てい～な！活力創生のまち いなべ推進事業
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三重県 志摩市 志摩市創生総合戦略推進計画

三重県 東員町 東員町の若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる計画

三重県 玉城町 玉城町まち・ひと・しごと創生推進計画

三重県 南伊勢町 年少人口V字回復プロジェクト

滋賀県 人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀計画

滋賀県 彦根市 彦根市まち・ひと・しごと創生推進計画

滋賀県 長浜市 長浜市まち・ひと・しごと創生推進計画

滋賀県 守山市 守山市まち・ひと・しごと創生プロジェクト

滋賀県 高島市 水と緑を未来へつなぐ「恵み」と「誇り」のまちづくりプロジェクト

滋賀県 東近江市 東近江市まち・ひと・しごと創生推進計画

滋賀県 日野町 人と人がつながりいきいきと輝くまちづくり計画

京都府 企業版ふるさと納税を活用した京都府地域創生推進計画

京都府 京都市 企業版ふるさと納税を活用したまち・ひと・しごと・こころ京都創生推進計画

京都府 福知山市 福知山市まち・ひと・しごと創生推進計画

京都府 舞鶴市 企業版ふるさと納税を活用した舞鶴市まち・ひと・しごと創生推進事業

京都府 綾部市 綾部市まち・ひと・しごと創生推進計画

京都府 宇治市 企業版ふるさと納税を活用した宇治市地方創生推進計画

京都府 宮津市 宮津市まち・ひと・しごと創生推進計画

京都府 亀岡市 企業版ふるさと納税による 亀岡市まち・ひと・しごと創生推進計画

京都府 京田辺市 京田辺市まち・ひと・しごと創生推進計画

京都府 京丹後市 京丹後市まち・ひと・しごと創生推進計画

京都府 南丹市 企業版ふるさと納税を活用した南丹市地域創生推進プロジェクト

京都府 久御山町 企業版ふるさと納税を活用した久御山町総合戦略推進計画

京都府 井手町 企業版ふるさと納税を活用した井手町地域創生推進計画

京都府 宇治田原町 企業版ふるさと納税を活用した宇治田原まち・ひと・しごと創生推進計画

京都府 精華町 精華町地域創生推進計画
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京都府 京丹波町 企業版ふるさと納税を活用した京丹波町地域創生推進計画

京都府 与謝野町 企業版ふるさと納税を活用した与謝野町ひと・しごと・まち創生推進計画

大阪府 大阪府まち・ひと・しごと創生推進計画

大阪府 八尾市 映画づくりを通した「八尾の魅力」・「八尾への愛着」向上推進計画

大阪府 門真市 人情味あふれる！笑いのたえないまち実現計画

大阪府 高石市 高石市まち・ひと・しごと創生推進計画

兵庫県 兵庫県まち・ひと・しごと創生推進計画

兵庫県 神戸市 神戸まち・ひと・しごと創生推進計画

兵庫県 姫路市 ひめじ創生戦略推進計画

兵庫県 伊丹市 伊丹創生総合戦略推進計画

兵庫県 豊岡市 豊岡市地方創生推進計画

兵庫県 三田市 三田市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画

兵庫県 加西市 加西市まち・ひと・しごと創生推進計画

兵庫県 丹波市 丹波市丹（まごころ）の里創生応援プロジェクト

兵庫県 南あわじ市 南あわじ市地方創生プロジェクト

兵庫県 朝来市 朝来まち・ひと・しごと創生推進計画

兵庫県 淡路市 淡路市まち・ひと・しごと創生推進計画

兵庫県 宍粟市 「森林（もり）から創（はじ）まる地域創生」事業

兵庫県 たつの市 たつの市まち未来創生推進計画

兵庫県 香美町 香美町まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 奈良新『都』づくりプロジェクト

奈良県 天理市 天理市まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 桜井市 桜井市まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 生駒市 生駒市まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 香芝市 香芝市まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 川西町 川西町まち・ひと・しごと創生推進計画
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奈良県 三宅町 共（協）創による持続可能なまちづくりプロジェクト

奈良県 田原本町 田原本町まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 明日香村 明日香村まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 王寺町 王寺町創生まちづくり計画

奈良県 河合町 河合町街再生計画

奈良県 吉野町 吉野町まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 黒滝村 黒滝村まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 天川村 天川村むらづくり推進事業

和歌山県 和歌山市 和歌山市まち・ひと・しごと創生推進計画

和歌山県 有田市 有田市まち・ひと・しごと創生推進計画

和歌山県 かつらぎ町 かつらぎ町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業推進計画

和歌山県 上富田町 上富田町まち・ひと・しごと創生推進計画

和歌山県 すさみ町 すさみ町まち・ひと・しごと創生推進計画

和歌山県 串本町 串本町まち・ひと・しごと創生推進計画

鳥取県 鳥取県令和新時代創生推進計画

鳥取県 米子市 米子市まちづくりビジョン推進計画

鳥取県 湯梨浜町 湯梨浜町まち・ひと・しごと創生推進計画

鳥取県 日吉津村 日吉津村ふるさと創生推進計画

島根県 「島根創生」を担う若者の人材育成プロジェクト

島根県 松江市 松江市まち・ひと・しごと創生推進計画

島根県 出雲市 出雲市まち・ひと・しごと創生推進計画

島根県 益田市 ひとづくりを軸とした持続可能な地域づくりプロジェクト

島根県 大田市 大田市まち・ひと・しごと創生推進計画

島根県 雲南市 「人口の社会増」に向けた雲南市地方創生総合戦略推進計画

島根県 海士町 関係人口創出、拡大による島の担い手育成プロジェクト

岡山県 おかやま創生パワーアッププロジェクト
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岡山県 岡山市 未来へ躍動する桃太郎のまち岡山創生プロジェクト

岡山県 倉敷市 世代を超えて暮らし続けたい，未来に向けて暮らしてみたいまちづくり

岡山県 玉野市 たまのまち・ひと・しごと創生推進計画

岡山県 笠岡市 笠岡市まち・ひと・しごと創生推進計画

岡山県 井原市 井原市まち・ひと・しごと創生推進計画

岡山県 総社市 総社市まち・ひと・しごと創生推進計画

岡山県 瀬戸内市 瀬戸内市太陽のまち創生推進計画

岡山県 赤磐市 未来づくり人材種まきプロジェクト～サクラサク～

岡山県 赤磐市 あかいわで「関わりシロ」づくりプロジェクト事業～赤鰯プロジェクト～

岡山県 真庭市 「里山資本主義」真庭の挑戦

岡山県 和気町 和気町まち・ひと・しごと創生推進計画

岡山県 勝央町 「奇跡の牛　元気くん」を活かした観光活性化計画（地方への新しい人の流れを創る）

岡山県 奈義町 奈義町まち・ひと・しごと創生推進計画

岡山県 西粟倉村 「生きるを楽しむ」むらづくり計画

広島県
広島県

広島県
福山市

鞆の歴史・文化を未来へ繋ぐまちづくり事業　～「鞆・一口町方衆」応援プロジェクト～

広島県 広島市 「世界に誇れる『まち』広島」創生総合戦略の推進

広島県 呉市 呉市まち・ひと・しごと創生推進計画

広島県 三原市 三原市まち・ひと・しごと創生推進計画

広島県 尾道市 尾道市子どもの居場所創出プロジェクト

広島県 安芸高田市 安芸高田市の未来につなげるプロジェクト

広島県 府中町 府中町まち・ひと・しごと創生推進計画

広島県 熊野町 熊野町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画

広島県 北広島町 北広島町まち・ひと・しごと創生推進計画

山口県 山口県まち・ひと・しごと創生推進計画

山口県 下関市 下関市まち・ひと・しごと創生推進計画

山口県 宇部市 企業とともに宇部ＳＤＧｓ未来都市推進プロジェクト
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山口県 光市 光市まち・ひと・しごと創生推進計画

山口県 山陽小野田市 山陽小野田市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画

山口県 田布施町 田布施町まち・ひと・しごと創生推進計画

徳島県 徳島県まち・ひと・しごと創生推進計画

徳島県 徳島市 徳島市まち・ひと・しごと創生推進計画

徳島県 鳴門市 なると未来づくり計画

徳島県 吉野川市 吉野川市若者移住・定住応援プロジェクト

徳島県 美馬市 美馬市まち・ひと・しごと創生推進計画

香川県 第２期かがわ創生総合戦略推進計画

香川県 高松市 たかまつ創生総合戦略推進計画

香川県 坂出市 坂出市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業

香川県 さぬき市 さぬき市まち・ひと・しごと創生推進計画

香川県 東かがわ市 東かがわ市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画

愛媛県 愛媛県まち・ひと・しごと創生推進計画

愛媛県 松山市 松山市まち・ひと・しごと創生推進計画

愛媛県 新居浜市 新居浜市まち・ひと・しごと創生推進計画

愛媛県 西予市 西予市まち・ひと・しごと創生推進計画

高知県 高知県まち・ひと・しごと創生総合戦略

高知県 室戸市 室戸ここＫＡＲＡＤＡプロジェクト

高知県 安芸市 安芸市まち・ひと・しごと創生と好循環の確立事業

高知県 南国市 南国市まち・ひと・しごと創生推進計画

高知県 須崎市 須崎市まち・ひと・しごと創生推進計画

高知県 土佐清水市 土佐清水市まち・ひと・しごと創生推進計画

高知県 四万十市 四万十市まち・ひと・しごと創生推進計画

高知県 田野町 田野町まち・ひと・しごと創生推進計画

高知県 土佐町
持続可能性の土台をつくる「中山間地域型先進教育」の実現を通じたまち・ひと・しご
と創生推進計画
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高知県 大川村 大川村400人の地域振興プロジェクト

高知県 日高村 日高村まち・ひと・しごと創生計画

福岡県 福岡県まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県 北九州市 北九州市まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県 福岡市 福岡市まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県 久留米市 久留米市まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県 飯塚市 飯塚市まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県 田川市 明るい未来を担う子どもたち健全育成プロジェクト

福岡県 筑後市 筑後市まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県 大川市 大川市まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県 春日市 春日市まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県 宗像市 宗像市まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県 朝倉市 朝倉市まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県 広川町 広川町まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県 吉富町 吉富町まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県 上毛町 上毛町まち・ひと・しごと創生推進計画

佐賀県 佐賀県まち・ひと・しごと創生推進計画

佐賀県 佐賀市 佐賀市まち・ひと・しごと創生推進計画

佐賀県 唐津市 唐津市まち・ひと・しごと創生推進計画

佐賀県 鳥栖市 “鳥栖発”創生推進プロジェクト

佐賀県 武雄市 武雄市まち・ひと・しごと創生推進計画

佐賀県 小城市 小城市まち・ひと・しごと創生推進計画

佐賀県 基山町 基山町まち・ひと・しごと創生推進計画

佐賀県 みやき町 みやき町「まち・ひと・しごと・健幸長寿のまち」実現プロジェクト

長崎県 長崎県まち・ひと・しごと創生推進計画

長崎県 長崎市 長崎市まち・ひと・しごと創生推進計画
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長崎県 島原市 島原魅力アップ計画

長崎県 平戸市 平戸市まち・ひと・しごと創生推進プロジェクト

長崎県 松浦市 松浦市まち・ひと・しごと創生推進計画

長崎県 壱岐市 壱岐ウルトラマラソンによる交流人口拡大事業

長崎県 時津町 時津町まち・ひと・しごと創生推進計画

長崎県 新上五島町 新上五島町まち・ひと・しごと創生推進計画

熊本県 熊本県まち・ひと・しごと創生推進計画

熊本県 天草市 天草市まち・ひと・しごと創生推進計画

熊本県 美里町 空き家等古民家利活用による地域活性化プロジェクト計画

熊本県 長洲町 長洲町まち・ひと・しごと創生推進計画

熊本県 高森町 高森まち・ひと・しごと創生推進計画

熊本県 錦町 にしき・まち・ひと・しごと創生推進事業

熊本県 球磨村 第二次球磨村の未来を担う人材確保事業

大分県 第２期まち・ひと・しごと創生大分県総合戦略推進計画

大分県 大分市 第２期大分市総合戦略推進計画

大分県 別府市 別府市まち・ひと・しごと創生推進事業

大分県 中津市 中津市まち・ひと・しごと創生推進計画

大分県 日田市 日田市若者定住応援プロジェクト

大分県 佐伯市 佐伯市まち・ひと・しごと創生推進計画

大分県 臼杵市 第２期臼杵市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画

大分県 津久見市 津久見市まち・ひと・しごと創生推進計画

大分県 豊後高田市
第２期豊後高田市「活力」創生計画　～このまちに　確かな　未来を～　地域の活力
は「人」

大分県 杵築市 杵築市まち・ひと・しごと創生推進計画

大分県 宇佐市 第２期宇佐市版総合戦略推進計画

大分県 由布市 由布市まち・ひと・しごと創生推進計画

大分県 国東市 第２期国東市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画
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大分県 日出町 第２期日出町創生総合戦略推進計画

大分県 玖珠町 第２期玖珠町総合戦略推進計画

宮崎県 未来みやざき創造プラン推進計画

宮崎県 宮崎市 宮崎市地方創生応援税制推進プロジェクト

宮崎県 都城市 都城市まち・ひと・しごと創生推進計画

宮崎県 日南市 日南市まち・ひと・しごと創生推進計画

宮崎県 小林市 第２期てなんど小林総合戦略推進計画

宮崎県 日向市 元気な日向市未来創造プロジェクト

宮崎県 新富町 新富町交通手段の拡充整備事業

宮崎県 木城町 「みんなで創る　明日に向けて翔くまち　木城」実現プロジェクト

宮崎県 美郷町 美郷町まち・ひと・しごと創生推進計画

鹿児島県 鹿児島県まち・ひと・しごと創生推進計画

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進プロジェクト

鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市まち・ひと・しごと創生推進計画

鹿児島県 出水市 「絆・つながり」を強化する交流拠点整備事業

鹿児島県 西之表市 西之表市まち・ひと・しごと創生推進計画

鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市まち・ひと・しごと創生推進計画

鹿児島県 日置市 日置市まち・ひと・しごと創生推進計画

鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市まち・ひと・しごと創生推進計画

鹿児島県 南さつま市 高度人材育成プログラム南さつまＴＥＣＨ

鹿児島県 志布志市 志布志市まち・ひと・しごと創生推進計画

鹿児島県 十島村 十島村関係人口拡大事業

鹿児島県 錦江町 錦江町『ＭＩＲＡＩ』づくりプロジェクト推進計画

鹿児島県 南大隅町 南大隅町魅力発信交流（地域みらい留学）事業

鹿児島県 肝付町 「スペースサイエンスタウン構想」実現プロジェクト

鹿児島県 徳之島町 徳之島町まち・ひと・しごと創生総合計画
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沖縄県 豊見城市 豊見城市ワク・ドキこども未来プロジェクト

沖縄県 読谷村 読谷村まち・ひと・しごと創生推進計画

沖縄県 久米島町 久米島町まち・ひと・しごと創生推進計画
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●変更認定計画

地域再生計画名

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

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

北海道 新ひだか町 二十間道路桜並木樹勢回復事業

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

岩手県 遠野市 企業支援による若者しごとサポート事業

岩手県 矢巾町 メディカルフィットネス推進事業

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

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

宮城県 地域活性化型みやぎキャッシュレス推進計画

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

宮城県 石巻市 雇用創出拡大プロジェクト

宮城県 石巻市 交流人口拡大プロジェクト

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

秋田県 横手市 持続可能な「ホップの郷」づくり事業

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

秋田県 横手市 「みんなでささえあい燦く地域づくり」事業

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

福島県 桑折町 桑折っ子育成プロジェクト

福島県 国見町 農業と観光の地域循環まちづくり計画

福島県 檜枝岐村 会津駒ケ岳山頂湿原木道整備計画

茨城県 行方市 行方市情報発信日本一プロジェクト

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

企業版ふるさと納税に係る
認定地域再生計画一覧（令和元年度第４回）

地方公共団体名
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栃木県 佐野市 「佐藤さんゆかりの地」聖地化による関係人口増加プロジェクト

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

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～

埼玉県 川越市 川越力を活かした魅力アップ事業～来て、観て、つながる川越プロジェクト～

千葉県 松戸市 インキュベーション・コワーキング施設整備運営事業

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

千葉県 勝浦市 かつうら観光ぷらっとフォーム事業

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

千葉県
新潟県
兵庫県

白子町
見附市
川西市

健幸まちづくりに向けた成果連動型手法（SIB）を活用した自治体連携ヘルスケア
サービス構築計画

東京都 町田市 芹ヶ谷公園芸術の杜プロジェクト

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

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計画

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

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～

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

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

山梨県 北杜市 北の杜フードバレープロジェクト

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

長野県 青木村 稼げる地域ブランド「タチアカネ蕎麦」成長戦略

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

岐阜県
岐阜県

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

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

愛知県 安城市 ものづくり産業の高度化及び産業の多様化推進事業

三重県 鈴鹿市 鈴鹿市ふるさと就職者等雇用支援計画

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

大阪府 高槻市 文化芸術振興による交流促進

大阪府
和歌山県
和歌山県

泉佐野市
和歌山市
紀の川市

関空立国デスティネーション化推進計画

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

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～

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

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

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

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

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
～
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岡山県
岡山県
岡山県

瀬戸内市
赤磐市
和気町

吉井川流域に点在する観光資源の広域連携事業～高瀬舟にゆかりのある地域を結
んで観光資源の価値を生み出し雇用を創出～

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

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

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

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～

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

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

山口県 萩市 雇用・就業環境改革総合強化計画

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」

愛媛県
愛媛県
高知県
高知県

西条市
久万高原町

いの町
大川村

四国西部エリア戦略型観光サービス創出事業

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

福岡県 豊前市 外国人生活基盤支援事業

福岡県 豊前市 豊前ジビエ販売促進計画～「負」を「富」の連鎖に！

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

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

熊本県
熊本県
熊本県

八代市
氷川町
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

熊本県
熊本県
熊本県

八代市
氷川町
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

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

熊本県 御船町 みふね移住促進×観光交流プロジェクト

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

鹿児島県 阿久根市 寺島宗則旧家保存活用プロジェクト

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
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