
地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る 

地域再生計画認定（令和２年度第３回）について 

令和２年 11 月６日 

内閣府地方創生推進事務局 

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、

令和２年度第３回認定において、別紙２及び別紙３のとおり認定しました。認定後の状況

等は、以下のとおりです。 

１．認定団体数 

   今回の認定により、認定団体は 223 団体増加し、945 団体（46 道府県、899 市町村）と

なり、道府県及び市町村全体の５割を超えました。 

２．地域再生計画の認定件数 

 今回の認定により、企業版ふるさと納税に係る地域再生計画の認定件数は 235 件増加

し、1,011 件となりました。（複数の地域再生計画の認定を受けている団体があるため、

上記１．の認定団体数とは一致しません。） 

３．今後の予定 

令和２年度第４回認定申請受付は１月頃を予定しています。 

区分 今回認定後団体数
令和２年度第２回 

認定後団体数 
増加団体数 

道府県 46 道府県 100％ 46 道府県 100％ ―
市町村 899 市町村 53.1％ 676 市町村 40.0％ +223 市町村

計 945 団体 54.4％ 722 団体 41.5％ +223 団体

 令和２年度第２回 

認定後計画数 

道府県 55 件 55 件 ―
市町村 956 件 721 件 +235 件

計 1,011 件 776 件 +235 件

今回認定後計画数 増加計画数 
区分 
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● 添付資料 

  ・ 別紙１ 企業版ふるさと納税の認定状況（都道府県別） 

・ 別紙２ 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３ 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） 

・ 別紙４ 企業版ふるさと納税の概要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《お問い合わせ先》 

内閣府地方創生推進事務局 

TEL:03-6257-1421 
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（別紙１） 

 

企業版ふるさと納税の認定状況（都道府県別） 

 
                               （単位：件） 

 

  

認定団体数 

認定市町村 

割合 

   認定団体数 

認定市町村 

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 90 91 50.3%  滋賀県 １ 10 11 52.6% 
青森県 １ 37 38 92.5%  京都府 １ 19 20 73.1% 
岩手県 １ 19 20 57.6%  大阪府 １ 11 12 25.6% 
宮城県 １ 18 19 51.4%  兵庫県 １ 25 26 61.0% 
秋田県 １ 9 10 36.0%  奈良県 １ 38 39 97.4% 
山形県 １ 11 12 31.4%  和歌山県 １ 16 17 53.3% 
福島県 １ 23 24 39.0%  鳥取県 １ 10 11 52.6% 
茨城県 １ 19 20 44.2%  島根県 １ 10 11 52.6% 
栃木県 １ 11 12 44.0%  岡山県 １ 22 23 81.5% 
群馬県 １ 17 18 48.6%  広島県 １ 13 14 56.5% 
埼玉県 １ 21 22 35.6%  山口県 １ 15 16 78.9% 
千葉県 １ 20 21 39.2%  徳島県 １ 12 13 50.0% 
東京都  3 3 10.3%  香川県 １ 12 13 70.6% 
神奈川県 １ 10 11 40.0%  愛媛県 １ 12 13 60.0% 
新潟県 １ 25 26 83.3%  高知県 １ 19 20 55.9% 
富山県 １ 10 11 66.7%  福岡県 １ 27 28 45.0% 
石川県 １ 18 19 94.7%  佐賀県 １ 20 21 100% 
福井県 １ ８ ９ 47.1%  長崎県 １ 11 12 52.4% 
山梨県 １ 17 18 63.0%  熊本県 １ 24 25 53.3% 
長野県 １ 38 39 49.4%  大分県 １ 16 17 88.9% 
岐阜県 １ 26 27 61.9%  宮崎県 １ 13 14 50.0% 
静岡県 １ 21 22 60.0%  鹿児島県 １ 21 22 48.8% 
愛知県 １ 21 22 38.9%  沖縄県 １ 15 16 36.6% 
三重県 １ 16 17 55.2%  合計 46 899 945 53.1% 
（注）認定市町村割合は、制度の対象外となる市町村を除いて算出したもの。 
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（別紙２）

●新規認定計画

地域再生計画名

北海道 帯広市 帯広市まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 根室市 根室市企業版ふるさと納税推進計画

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 北斗市 北斗市まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 知内町 知内町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 江差町 江差町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 上ノ国町 上ノ国町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 赤井川村 赤井川村まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 月形町 月形町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 鷹栖町 鷹栖町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 東神楽町 東神楽町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 下川町 SDGsを取り入れた地域創造計画

北海道 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 斜里町 斜里町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 大空町 大空町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 白老町 白老町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 浦河町 浦河町まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 更別村 更別村まち・ひと・しごと創生推進計画

北海道 標茶町 第２期標茶町創生総合戦略推進計画

北海道 白糠町 白糠町創生総合戦略推進計画

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 北上市 北上市まち・ひと・しごと創生推進計画

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 二戸市 二戸市まち・ひと・しごと創生推進計画

企業版ふるさと納税に係る
認定地域再生計画一覧（令和２年度第３回）

地方公共団体名
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（別紙２）

地域再生計画名地方公共団体名

岩手県 八幡平市 八幡平市第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画

岩手県 住田町 住田町まち・ひと・しごと創生推進計画

岩手県 岩泉町 岩泉町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画

岩手県 一戸町 一戸町まち・ひと・しごと創生推進計画

秋田県 八峰町 八峰町まち・ひと・しごと創生推進計画

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 高畠町 たかはた未来創生推進計画

福島県 会津若松市 会津若松市まち・ひと・しごと創生推進計画

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 下郷町 下郷町まち・ひと・しごと創生推進計画

福島県 北塩原村 北塩原村まち・ひと・しごと創生推進計画

茨城県 結城市 結城市まち・ひと・しごと創生推進計画

茨城県 稲敷市 稲敷市まち・ひと・しごと創生推進計画

茨城県 八千代町 八千代町まち・ひと・しごと創生推進計画

栃木県 栃木市 栃木市まち・ひと・しごと創生推進計画

栃木県 真岡市 真岡市まち・ひと・しごと創生推進計画

栃木県 那須烏山市 那須烏山市まち・ひと・しごと創生推進計画

栃木県 茂木町 茂木町まち・ひと・しごと創生推進計画

栃木県 那須町 那須町まち・ひと・しごと創生推進計画

群馬県 吉岡町 吉岡町まち・ひと・しごと創生推進計画

埼玉県 川口市 地産地消による市内経済好循環創出事業

埼玉県 蕨市 蕨市まち・ひと・しごと創生推進計画

埼玉県 桶川市 桶川市まち・ひと・しごと創生推進計画

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 坂戸市 坂戸市選ばれ続ける街づくり計画

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 寄居町 寄居町まち・ひと・しごと創生推進計画
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（別紙２）

地域再生計画名地方公共団体名

千葉県 館山市 館山市まち・ひと・しごと創生企業版ふるさと納税活用事業

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 芝山町 芝山町まち・ひと・しごと創生推進計画

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 小田原市 小田原市まち・ひと・しごと創生推進計画

新潟県 加茂市 加茂市まち・ひと・しごと創生推進計画

富山県 上市町 上市町まち・ひと・しごと創生推進計画

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 輪島市 輪島市まち・ひと・しごと創生推進計画

石川県 加賀市 加賀市まち・ひと・しごと総合戦略推進計画

石川県 羽咋市 第２期がんばる羽咋創生総合戦略推進計画

石川県 川北町 第２期川北町版総合戦略推進計画

石川県 津幡町 津幡町まち・ひと・しごと創生推進計画

石川県 内灘町 第２期内灘町まち・ひと・しごと創生推進計画

石川県 志賀町 志賀町まち・ひと・しごと創生推進計画

石川県 宝達志水町 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

石川県 穴水町 第２期穴水町まち・ひと・しごと創生推進計画

石川県 能登町 第２期能登町創生総合戦略推進計画

福井県 あわら市 あわら市まち・ひと・しごと創生推進計画

福井県 越前市 越前市まち・ひと・しごと創生推進計画

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

山梨県 甲斐市 甲斐市まち・ひと・しごと創生推進計画

山梨県 上野原市 上野原市まち・ひと・しごと創生推進計画

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 市川三郷町 市川三郷町まち・ひと・しごと創生推進計画

山梨県 南部町 南部町まち・ひと・しごと創生推進計画
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（別紙２）

地域再生計画名地方公共団体名

山梨県 昭和町 昭和町まち・ひと・しごと創生推進計画

山梨県 鳴沢村 鳴沢村 まち・ひと・しごと創生推進計画

山梨県 富士河口湖町 富士河口湖町まち・ひと・しごと創生推進計画

山梨県 小菅村 小菅村まち・ひと・しごと創生推進計画

長野県 長野市 長野市まち・ひと・しごと創生推進計画

長野県 岡谷市 人結び 夢と希望を紡ぐ たくましいまち岡谷推進計画

長野県 諏訪市 諏訪市まち・ひと・しごと創生推進計画

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 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 安曇野市 安曇野市まち・ひと・しごと創生推進計画

長野県 飯島町 飯島町まち・ひと・しごと創生推進計画

長野県 売木村 売木村まち・ひと・しごと創生総合推進計画

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 羽島市 羽島市まち・ひと・しごと創生推進計画

岐阜県 山県市 山県市まち・ひと・しごと創生推進計画

岐阜県 本巣市 本巣市まち・ひと・しごと創生推進計画

岐阜県 岐南町 岐南町まち・ひと・しごと創生推進計画

岐阜県 安八町 まち・ひと・しごと創生　安八町総合戦略推進計画

岐阜県 八百津町 八百津町まち・ひと・しごと創生推進計画

静岡県 静岡市 静岡市まち・ひと・しごと創生推進計画

静岡県 三島市 三島市まち・ひと・しごと創生推進計画

静岡県 袋井市 輝く”ふくろい”まち・ひと・しごと創生推進計画

静岡県 湖西市 湖西市まち・ひと・しごと創生推進計画

静岡県 御前崎市 御前崎市まち・ひと・しごと創生推進計画

静岡県 菊川市 菊川市まち・ひと・しごと創生推進計画

静岡県 牧之原市 牧之原市まち・ひと・しごと創生推進計画
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（別紙２）

地域再生計画名地方公共団体名

静岡県 清水町 清水町まち･ひと･しごと創生推進計画

愛知県 豊川市 豊川市まち・ひと・しごと創生推進計画

愛知県 豊田市 豊田市まち・ひと・しごと創生推進計画

愛知県 蒲郡市 蒲郡市まち・ひと・しごと創生推進計画

愛知県 犬山市 犬山市まち・ひと・しごと創生推進計画

愛知県 常滑市 常滑市まち・ひと・しごと創生推進計画

愛知県 豊明市 豊明市まち・ひと・しごと創生推進計画

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 伊賀市 伊賀市まち・ひと・しごと創生推進計画

三重県 明和町 明和町まち・ひと・しごと創生推進計画

三重県 大台町 大台町まち・ひと・しごと創生推進計画

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 愛荘町 愛荘町みらい創生計画

大阪府 堺市 堺市まち・ひと・しごと創生推進計画

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 八尾市 八尾市まち・ひと・しごと創生推進計画

大阪府 豊能町 豊能町まち・ひと・しごと創生推進計画

兵庫県 尼崎市 尼崎市まち・ひと・しごと創生推進計画

兵庫県 明石市 明石市まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 奈良市 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・しごと創生推進計画

奈良県 大和郡山市 大和郡山市まち・ひと・しごと創生推進計画

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 五條市 五條市まち・ひと・しごと創生推進計画

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 葛城市 葛城市まち・ひと・しごと創生推進計画
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（別紙２）

地域再生計画名地方公共団体名

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 山添村 やまぞえ未来創生推進計画

奈良県 平群町 平群町まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 斑鳩町 斑鳩町まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 安堵町 安堵町まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 御杖村 御杖村まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 高取町 高取町まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 上牧町 上牧町まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 広陵町 広陵町まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 下市町 下市町まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 野迫川村 野迫川村まち・ひと・しごと創生推進計画 

奈良県 十津川村 十津川村まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 下北山村 下北山村まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 上北山村 上北山村まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 川上村 川上村まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 東吉野村 東吉野村笑顔あふれる木と水のふるさと創生推進計画

和歌山県 橋本市 橋本市まち・ひと・しごと創生推進計画

和歌山県 御坊市 御坊市まち・ひと・しごと創生推進計画

和歌山県 新宮市 新宮市まち・ひと・しごと創生推進計画

和歌山県 広川町 広川町まち・ひと・しごと創生推進計画

和歌山県 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 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 太地町 太地町まち・ひと・しごと創生推進計画

鳥取県 倉吉市 倉吉市まち・ひと・しごと創生推進計画

鳥取県 岩美町 岩美町地域創生推進計画

鳥取県 日南町 日南町まち・ひと・しごと創生推進計画
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（別紙２）

地域再生計画名地方公共団体名

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 第２期津山市まち・ひと・しごと創生総合計画

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 備前市 備前市まち・ひと・しごと創生推進計画

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

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

広島県 竹原市 竹原市まち・ひと・しごと創生推進計画

広島県 安芸太田町 安芸太田町まち・ひと・しごと創生推進計画

広島県 大崎上島町 大崎上島町まち・ひと・しごと創生推進計画

山口県 岩国市 岩国市まち・ひと・しごと創生推進計画

山口県 長門市 長門市まち・ひと・しごと創生推進計画

山口県 柳井市 柳井市まち・ひと・しごと創生推進計画

山口県 和木町 和木町まち・ひと・しごと創生推進計画

山口県 上関町 上関町まち・ひと・しごと創生推進計画

山口県 阿武町 阿武町まち・ひと・しごと創生推進計画

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 阿波市 阿波市まち・ひと・しごと創生推進計画

徳島県 上勝町 上勝町まち・ひと・しごと創生推進計画

徳島県 佐那河内村 佐那河内村まち・ひと・しごと創生推進計画

徳島県 那賀町 那賀町まち・ひと・しごと創生推進計画

徳島県 美波町 にぎやかそ美波まち・ひと・しごと創生推進計画

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

香川県 観音寺市 第２期観音寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画

香川県 小豆島町 小豆島町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画

香川県 綾川町 綾川町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画

香川県 琴平町 第２期琴平町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画

10



（別紙２）

地域再生計画名地方公共団体名

愛媛県 今治市 今治市まち・ひと・しごと創生推進計画

愛媛県 八幡浜市 八幡浜市まち・ひと・しごと創生推進計画

愛媛県 四国中央市 市民のしあわせづくり応援計画

愛媛県 東温市 東温市まち・ひと・しごと創生推進計画

愛媛県 砥部町 砥部町まち・ひと・しごと創生推進計画

愛媛県 内子町 内子町まち・ひと・しごと創生推進計画

愛媛県 松野町 松野町まち・ひと・しごと創生推進計画

高知県 高知市 高知市まち・ひと・しごと創生推進計画

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 東洋町 東洋町まち・ひと・しごと創生推進計画

高知県 いの町 いの町まち・ひと・しごと創生推進計画

高知県 中土佐町 中土佐町まち・ひと・しごと創生推進計画

高知県 越知町 越知町まち・ひと・しごと創生計画

高知県 大月町 大月町まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県 宮若市 宮若市まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県 須恵町 須恵町まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県 大木町 大木町まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県 香春町 香春町まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県 大任町 大任町まち・ひと・しごと創生地域再生計画

福岡県 赤村 あか村まち・ひと・しごと創生推進計画

福岡県 福智町 福智町まち・ひと・しごと創生推進計画

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 伊万里市 伊万里市まち・ひと・しごと創生推進計画

佐賀県 鹿島市 鹿島市まち・ひと・しごと創生推進計画

佐賀県 神埼市 神埼市まち・ひと・しごと創生推進計画

佐賀県 吉野ヶ里町 吉野ヶ里町まち・ひと・しごと創生推進計画
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（別紙２）

地域再生計画名地方公共団体名

佐賀県 上峰町 上峰町まち・ひと・しごと創生寄附活用計画

佐賀県 玄海町 玄海町まち・ひと・しごと創生推進計画

佐賀県 大町町 杵島郡大町町まち・ひと・しごと創生推進計画

佐賀県 江北町 企業版ふるさと納税を活用した江北町まち・ひと・しごと創生推進計画

佐賀県 白石町 白石町まち・ひと・しごと創生推進計画

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 西海市 西海市まち・ひと・しごと創生推進計画

長崎県 長与町 長与町まち・ひと・しごと創生推進計画

熊本県 熊本市 熊本市しごと・ひと・まち創生推進計画

熊本県 南関町 南関町まち・ひと・しごと創生推進計画

熊本県 大津町 大津町まち・ひと・しごと創生推進計画

熊本県 産山村 産山村むら・ひと・しごと創生推進計画

熊本県 山都町 山都町まち・ひと・しごと創生推進計画

熊本県 相良村 相良村まち・ひと・しごと創生推進事業

熊本県 山江村 山江村まち・ひと・しごと創生推進計画

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 新富町 新富町まち・ひと・しごと創生総合戦略事業

宮崎県 都農町 都農町まち・ひと・しごと創生推進計画

宮崎県 日之影町 日之影町まち・ひと・しごと創生推進計画

鹿児島県 阿久根市 笑顔あふれる阿久根市まち・ひと・しごと創生推進計画

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 肝付町 肝付町まち・ひと・しごと創生推進事業

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 浦添市 浦添市まち・ひと・しごと創生推進計画

沖縄県 名護市 名護市まち・ひと・しごと創生推進計画

沖縄県 沖縄市 沖縄市まち・ひと・しごと創生推進計画
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（別紙２）

地域再生計画名地方公共団体名

沖縄県 恩納村 恩納村まち・ひと・しごと創生推進計画

沖縄県 八重瀬町 八重瀬町まち・ひと・しごと創生推進計画
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（別紙３）

●変更認定計画

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 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 紫波町 紫波町まち・ひと・しごと創生推進計画

宮城県 東松島市 東松島市まち･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

神奈川県 神奈川県まち・ひと・しごと創生推進計画

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 磐田市 磐田市まち・ひと・しごと創生推進計画

静岡県 掛川市 掛川市まち・ひと・しごと創生推進計画

奈良県 天理市 天理市まち・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

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

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

愛媛県 新居浜市 新居浜市まち・ひと・しごと創生推進計画

沖縄県 沖縄県２１世紀ビジョンゆがふしまづくり計画

沖縄県 うるま市 うるま市まち・ひと・しごと創生推進計画

企業版ふるさと納税に係る
認定地域再生計画一覧（令和２年度第３回）

地方公共団体名
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