
（単位：円）

都道府県 地方公共団体名 地域再生計画名 R2事業費 R2寄附額

アサヒビール㈱
あいおいニッセイ同和
損害保険㈱

明治安田生命保
険相互会社

明和地所㈱ ㈱ＳＵＢＡＲＵ ㈱SL Creations ㈱グリットウェブ 第一生命保険㈱ 清水建設㈱ 大成建設㈱

野村アセットマネジ
メント㈱

㈱ビートレーディン
グ

（一社）日本自動車販
売協会連合会

高砂熱学工業㈱ 三井住友建設㈱
東急不動産リート・マ
ネジメント㈱

Ｊ－ＳＴＡＲ㈱
エア・ウォーター東
日本㈱

サッポロビール㈱
㈱マルヤナギ小倉
屋

パワープレイス㈱ ㈱サンケイ技研 その他非公表３社

北海道 札幌市 さっぽろ未来創生プロジェクト 766,427,169 68,400,000
(有)モンキーバス
ケット

モンキーアソートメ
ント㈱

㈱マテック ㈱イチケン
JRAファシリティー
ズ㈱

㈱千手
中央自動車工業
㈱

㈱ジャパンテクニカ
ルソフトウェア

その他非公表２社

北海道 函館市 函館市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 小樽市 小樽市まち・ひと・しごと創生推進計画 3,000,000 3,000,000
あいおいニッセイ同和
損害保険㈱

北海道 小樽市 第２期小樽市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 旭川市 旭川市まち・ひと・しごと創生推進計画 39,697,053 10,000,000 非公表１社

北海道 室蘭市 室蘭市まち・ひと・しごと創生推進計画 28,769,962 10,200,000 ㈱ニッコクトラスト 信金中央金庫

北海道 釧路市 釧路市まち・ひと・しごと創生推進計画 82,798,212 13,500,000
ほくでんエコエナ
ジー㈱

㈱タカフジ 信金中央金庫 武ダ技建創㈱

北海道 帯広市 帯広市まち・ひと・しごと創生推進計画 41,457,000 12,000,000 敷島製パン㈱ フジッコ㈱ 信金中央金庫

北海道 北見市 北見市地方創生総合戦略推進計画 946,191,000 50,000,000
㈱アルゴグラフィッ
クス

㈱ヒューリンクス
㈱CAD
SOLUTIONS

北海道 夕張市 夕張市まち・ひと・しごと創生推進計画 635,770,399 20,000,000 深幸薬業㈱ ㈱シビテック
函館インフォメーション・
ネットワーク㈱ 末廣屋電機㈱ ㈱れんせい ㈱練成会 ㈱共立測量設計

北海道 岩見沢市 岩見沢市まち・ひと・しごと創生推進計画 33,440,000 10,200,000 信金中央金庫 その他非公表１社

北海道 留萌市 留萌市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 苫小牧市 苫小牧市企業版ふるさと納税推進計画 53,486,914 11,075,455 イオン北海道㈱ ㈱Souplesse 信金中央金庫
OGKイノベーティ
ブ㈱

北海道 稚内市 稚内市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 美唄市 美唄市まち・ひと・しごと創生推進計画 11,718,000 6,600,000 ㈱タカフジ興産
環境エンジニアリ
ング㈱

㈱GITアソシエイツ ポートヘフナー㈱ ポート㈱ ㈱タカフジ

北海道 芦別市 芦別市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 江別市 江別市まち・ひと・しごと創生推進計画 14,559,335 1,300,000 ㈱イチムラ その他非公表１社

北海道 紋別市 紋別市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 士別市 士別市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 名寄市 名寄市まち・ひと・しごと創生推進計画 27,492,000 10,300,000 信金中央金庫 その他非公表１社

北海道 三笠市 三笠市まち・ひと・しごと創生総合推進計画 5,000,000 5,000,000 非公表１社

北海道 根室市 根室市企業版ふるさと納税推進計画 10,000,000 10,000,000 信金中央金庫

北海道 千歳市 千歳市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 滝川市 滝川市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 深川市 深川市まち・ひと・しごと創生寄附活用計画 0 0

北海道 富良野市 富良野市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 登別市 登別市まち・ひと・しごと創生推進計画 3,519,000 400,000
あいおいニッセイ同和
損害保険㈱

ドーピー建設工業
㈱

北海道 恵庭市 恵庭市創生推進計画 63,190,816 200,000 ㈱あすかサポート

北海道 伊達市 伊達市企業版ふるさと納税推進計画 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

21,335,351 0

北海道 北広島市 北広島市まち・ひと・しごと創生推進計画 1,663,575,304 4,500,000 平清警備㈱ (有)平清警備
㈱ＴＣＳ
international

㈱つうけん ㈱イチムラ
㈱道央環境セン
ター

北海道 石狩市 石狩市まち・ひと・しごと創生推進計画 1,100,000 1,100,000
㈱ウォーターエー
ジェンシー

その他非公表１社

企業版ふるさと納税　令和２年度寄附実績一覧

寄附企業

北海道 北海道 北海道創生総合戦略推進計画 921,923,625 41,137,028

（別添）



北海道 北斗市 北斗市まち・ひと・しごと創生推進計画 1,300,000 1,300,000 太平洋セメント㈱

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 161,399,000 61,000,000
㈱ロイズコンフェク
ト

シン・エナジー㈱

北海道 知内町 知内町まち・ひと・しごと創生推進計画 112,100 100,000 非公表１社

北海道 七飯町 七飯町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 森町 森町まち・ひと・しごと創生推進計画 5,500,000 500,000 非公表１社

㈱シンオシマ
函館日野自動車
㈱

東興アイテック㈱ 岩倉建設㈱ ㈱岩本製作所 ㈱ハルキ ㈱プロテック 池田煖房工業㈱
㈱極東コンサルタ
ント

アースサイエンス
㈱

㈱アルファ技研 北海道ｵﾘｵﾝ㈱ ㈱菅原組
(有)水野板金工業
所

アーストラストエンジニ
アリンクﾞ㈱

㈱小川建設 トリタ設備工事㈱
(有)松山オート
パーツ

㈱丹波屋 ナブコシステム㈱

函館インフォメーション・
ネットワーク㈱ 北海道機販㈱ 山田総合設計㈱ ㈱コーノ アルスマエヤ㈱ ㈱エスイーシー ㈱猖々谷建設 ㈱北星技研 日東電気工事㈱

㈱石本建築事務
所

㈱コハタ
㈱三関建築設計
事務所

八雲産業㈱ ㈱札幌山水 越浦パイプ㈱
バイオマスリサー
チ㈱

北海道川崎建機
㈱

㈱二本柳慶一建
築研究所

ホクレン農業協同
組合連合会

日本全薬工業㈱

瀬戸㈱ 樺電工業㈱ ㈱ヒューネス
㈱建築設計工房
ロゴス

㈱田畑建設
ビレッジハウス・マ
ネジメント㈱

北海道乳業㈱ 北栄測量設計㈱ その他非公表３社

北海道 江差町 江差町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 上ノ国町 上ノ国町まち・ひと・しごと創生推進計画 30,000,000 10,000,000 ㈱テラ

北海道 厚沢部町 厚沢部町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 今金町 今金町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 黒松内町 黒松内町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 ニセコ町 ニセコ町自治創生推進計画 570,240 500,000 ㈱宮坂商店

北海道 真狩村 真狩村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 京極町 京極町まち・ひと・しごと創生推進計画 21,373,000 2,000,000 ㈱セコマ ㈱北洋銀行

北海道 倶知安町 倶知安町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 岩内町 岩内町まち・ひと・しごと創生推進計画 970,000 500,000 非公表１社

北海道 神恵内村 神恵内村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 積丹町 積丹町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 仁木町 仁木町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 余市町 余市町まち・ひと・しごと創生推進計画 600,000 600,000 ㈱Souplesse 瀬戸㈱

北海道 赤井川村 赤井川村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 南幌町 南幌町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 長沼町 長沼町まち・ひと・しごと創生推進計画 1,663,500 200,000 非公表１社

北海道 栗山町 栗山町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 月形町 月形町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 北竜町 ひまわりを活用した新たなまちづくりプロジェクト 0 0

北海道 沼田町 第２期沼田町総合戦略推進計画 0 0

北海道 鷹栖町 鷹栖町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 東神楽町 東神楽町まち・ひと・しごと創生推進計画 9,413,325 100,000 太平洋興産㈱

北海道 当麻町 当麻町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 比布町 比布町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 愛別町 第２期愛別町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 上川町 第２期　上川町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 八雲町 八雲町産業活性化・雇用創出計画 272,824,750 42,100,000



大栄不動産㈱
北土地籍事業協
同組合

㈱フジキカイ ㈱大和 太平洋興産㈱ ㈱廣野組 荒井建設㈱ タカハタ建設㈱ 吉宮建設㈱ ㈱内田洋行

明治安田生命保
険相互会社

畠山建設㈱ 浅海電気㈱ ㈱高組 ㈱ホクリク その他非公表５社

北海道 美瑛町 美瑛町まち・ひと・しごと創生推進計画 51,726,745 4,000,000 非公表１社

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 52,358,066 14,300,000
㈱ルーラルエンジ
ニア

㈱コンピューター・ビ
ジネス

一般財団法人　砂防・地
すべり技術センター

一般社団法人　全
国治水砂防協会

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 27,338,000 1,500,000 富桑工業㈱ ㈱有我工業所

北海道 南富良野町 南富良野町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 下川町 ＳＤＧｓを取り入れた地域創造計画 10,675,988 100,000 ㈱ピュアソイル

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 0 0

北海道 中川町
企業版ふるさと納税の活用による地域商社とサテライトスペース連携
推進計画

45,018,161 6,000,000 遠砕工業㈱ ㈱旭ダンケ ㈱音威子府石油

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 0 0

北海道 増毛町 ましけ　まち・ひと・しごと創生推進計画 3,673,112 3,500,000
ハタナカエステイト
㈱

塩見建設㈱ ㈱ハタナカ昭和
(有)ハタナカプラン
ニング

北海道 羽幌町 羽幌町まち・ひと・しごと創生推進計画 1,000,000 1,000,000
㈱ウォーターエー
ジェンシー

北海道 猿払村 猿払村まち・ひと・しごと創生推進計画 55,754,598 500,000 非公表１社

北海道 枝幸町 枝幸町まち・ひと・しごと創生推進計画 19,720,000 800,000
㈱未来開発コンサ
ルタント

ダイシン設計㈱

北海道 美幌町 美幌町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 津別町 津別町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 斜里町 斜里町まち・ひと・しごと創生推進計画 2,186,800 300,000 非公表１社

北海道 遠軽町 遠軽町まち・ひと・しごと創生推進計画 13,400,000 13,400,000
エム・エフコンサル
タント㈱

村上産業㈱ ㈱シビテック 太平洋興産㈱
㈱極東コンサルタ
ント

やなぎプロダクツ
㈱

信金中央金庫 その他非公表１社

北海道 湧別町 湧別町まち・ひと・しごと創生推進計画 7,500,000 3,000,000 ㈱渡辺組

北海道 大空町 大空町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 白老町 白老町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 厚真町 厚真町まち・ひと・しごと創生推進計画 747,149,307 741,600,000 苫小牧信用金庫 北新マテリアル㈱ ㈱ＪＥＲＡ

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～

14,400,000 14,400,000 ㈱文問研
いちごECOエナ
ジー㈱

苫小牧信用金庫 ㈱ムラコシ精工 その他非公表４社

北海道 むかわ町 むかわ町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画 99,455,642 2,800,000 ㈱ウラノ 苫小牧信用金庫 ㈱小川組

北海道 浦河町 浦河町まち・ひと・しごと創生推進計画 5,500,000 5,500,000 信金中央金庫 東京中日企業㈱

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 1,500,000 1,500,000 新日本電工㈱ ㈱Souplesse
東邦オリビン工業
㈱

北海道 新ひだか町 二十間道路桜並木樹勢回復事業 6,300,000 6,300,000 ㈱Souplesse
㈱テラスホール
ディングス

(有)五十嵐産業

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 442,514,000 0

北海道 上士幌町 上士幌町総合戦略推進計画 5,800,000 5,800,000
㈱ピハナコンサル
ティング

サンフラワー㈱ 東京中日企業㈱

北海道 清水町 清水町人口ビジョン・総合戦略推進計画 0 0

北海道 芽室町 芽室町まち・ひと・しごと創生推進計画 17,681,511 1,000,000
㈱北海道丸和ロジ
スティクス

北海道 中札内村 中札内村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 更別村 更別村まち・ひと・しごと創生推進計画 8,000,000 8,000,000 ㈱長大 ㈱ Gardens

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 144,816,000 93,500,000 ㈱サンケミ 川田工業㈱ ㈱カルテック
エア・ウォーター北
海道㈱

㈱十勝毎日新聞 その他非公表１社

北海道 広尾町 広尾町まち・ひと・しごと創生推進計画 6,358,577 5,500,000 ㈱北口電器商会
東日本冨士新道
路㈱

大昭電気工業㈱ ㈱アルムシステム ㈱アルム

北海道 浦幌町 浦幌町まち・ひと・しごと創生推進計画 70,524,000 29,600,000 大昭電気工業㈱ 税理士法人TAP その他非公表４社

北海道 釧路町 釧路湿原と共生する釧路町観光推進計画 4,957,000 4,957,000 非公表１社

北海道 釧路町 釧路町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 東川町 東川町まち・ひと・しごと創生推進計画 232,017,197 186,300,000



北海道 厚岸町 厚岸町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 標茶町 第２期標茶町創生総合戦略推進計画 29,986,000 3,050,000 綜合設備㈱ ㈱アイホー
明治安田生命保
険相互会社

道路工業㈱
山下コンサルタン
ト㈱

ミトミ工業㈱ その他非公表１社

北海道 弟子屈町 弟子屈町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

北海道 白糠町 白糠町創生総合戦略推進計画 10,250,000 10,200,000 (有)作石プロ
(有)山本プロダク
ション

シフトプラス㈱

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 363,291,068 1,300,000 ㈱シビテック その他非公表１社

青森県 青森県 青森県まち・ひと・しごと創生推進計画 81,889,633 11,350,000 木村化工機㈱ ㈱イトーヨーカ堂
野村アセットマネジ
メント㈱

青森県 青森市 青森市まち・ひと・しごと創生推進計画 63,858,876 100,000 非公表１社

青森県 弘前市 弘前市まち・ひと・しごと創生推進計画 500,000 500,000
明治安田システム・テ
クノロジー㈱

青森県 八戸市 八戸市まち・ひと・しごと創生推進計画 73,246,353 12,000,000 イガラシ綜業㈱ 信金中央金庫

青森県 黒石市 黒石市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

青森県 十和田市 十和田市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

青森県 三沢市 三沢市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

青森県 むつ市 むつ市まち・ひと・しごと創生推進計画 9,973,000 1,800,000
東京システム特機
㈱

六ヶ所エンジニア
リング㈱

㈱グリーンパート
ナーズ

その他非公表２社

青森県 つがる市 つがる市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

青森県 平川市 平川市まち・ひと・しごと創生推進計画 90,831,086 1,300,000
㈱日本マイクロニ
クス

その他非公表１社

青森県 平内町 平内町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

青森県 今別町 今別町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

青森県 蓬田村 蓬田村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

青森県 外ヶ浜町 外ヶ浜町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

青森県 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

青森県 深浦町 深浦町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

青森県 藤崎町 藤崎町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

青森県 大鰐町 大鰐町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

青森県 田舎館村 田舎館村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

青森県 板柳町 板柳町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

青森県 鶴田町 鶴田町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

青森県 中泊町 中泊町まち・ひと・しごと創生推進計画 142,887,000 20,000,000 日本風力開発㈱

青森県 野辺地町 野辺地町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

青森県 七戸町 七戸町まち・ひと・しごと創生推進計画 75,280,000 21,000,000 天間建設㈱
NREオペレーショ
ンズ㈱

青森県 横浜町 横浜町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

青森県 東北町 東北町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

青森県 六ヶ所村 六ヶ所村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

青森県 東通村 東通村まち・ひと・しごと創生推進計画 3,557,687,780 1,008,300,000 東北電力㈱
六ヶ所エンジニア
リング㈱

日鉄鉱業㈱ 三菱マテリアル㈱ その他非公表２社

青森県 風間浦村 風間浦村まち・ひと・しごと創生推進計画 1,000,000 1,000,000 非公表１社

青森県 佐井村 佐井村まち・ひと・しごと創生推進計画 12,135,312 1,100,000
青森県民エナジー
㈱

その他非公表１社

青森県 三戸町 三戸町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0



青森県 五戸町 五戸町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

青森県 田子町 田子町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

青森県 南部町 南部町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

青森県 階上町 階上町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

青森県 新郷村 新郷村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

岩手県 岩手県 岩手県ふるさと振興プロジェクト 26,487,109 1,000,000
㈱ウォーターエー
ジェンシー

岩手県 盛岡市 盛岡市まち・ひと・しごと創生推進事業計画 656,973,975 210,000,000 信金中央金庫
NOVAホールディ
ングス㈱

自分未来きょうい
く㈱

㈱ＮＯＶＡ

岩手県 宮古市 宮古市まち・ひと・しごと創生推進計画 10,000,000 10,000,000 信金中央金庫

岩手県 北上市 北上市まち・ひと・しごと創生推進計画 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 5,100,000 5,100,000
筑波ダイカスト工
業㈱

大野ゴム工業㈱ ㈱オサダ ㈱エルニード東北

岩手県 遠野市 遠野ふるさと再生プロジェクト 10,594,252 5,000,000 麒麟麦酒㈱

岩手県 一関市 一関市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

岩手県 陸前高田市 陸前高田市第２期まち・ひと・しごと総合戦略推進計画 27,000,000 27,000,000 医療法人 蛍慈会 医療法人 勝久会
医療法人社団 弥
生会

その他非公表２社

岩手県 二戸市 二戸市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

岩手県 奥州市 第２期奥州市まち・ひと・しごと創生推進計画 13,581,456 13,000,000 シフトプラス㈱ 信金中央金庫

岩手県 滝沢市 交流拠点施設を核とした若者の学びと交流創造プロジェクト 103,327,500 0

岩手県 滝沢市 若者の交流と最先端の人材育成事業による地域活性化プロジェクト 17,182,000 7,000,000 東京システムズ㈱ シン・エナジー㈱
㈱夢真ビーネックス
グループ

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 23,278,300 10,000,000 非公表１社

阿部農機㈱ ㈱日盛ハウジング アーク㈱ 協積産業㈱ (有)三東 西川税理士法人 (有)及川印刷 ㈱スパット北上 ㈱大久保建設
(有)カワハラ事務
機

㈱石名坂 (有)石名坂商事 新日本建販㈱ 新日東鋼管㈱ ㈱日高見
㈱ウォーターエー
ジェンシー

岩手県 矢巾町 メディカルフィットネス推進事業 50,122,966 0

岩手県 西和賀町 西和賀町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

岩手県 住田町 住田町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

岩手県 軽米町 軽米町まち・ひと・しごと創生推進計画 777,268,000 73,000,000 非公表４社

小針土建㈱ 宮城建設㈱ (有)田原海事 ㈱白海 東亜建設工業㈱
深田サルベージ建
設㈱

静岡県漁港建設
協会

(有)丸久舘石潜水
工業

三国屋建設㈱ 日本潜水工事㈱

一般社団法人日
本潜水協会

その他非公表１社

岩手県 一戸町 一戸町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 1,788,496 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

86,281,464 200,000 非公表２社

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 14,727,000 0

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 18,964,000 100,000
㈱ビートレーディン
グ

宮城県 宮城県 みやぎ・子どもの笑顔プロジェクト 11,566,750 200,000 非公表２社

宮城県 宮城県 松島湾周遊体験観光地整備プロジェクト 134,537,175 0

宮城県 宮城県 令和のむらづくり推進プロジェクト 27,096,464 0

宮城県 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 175,140,556 0

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 18,702,888 0

岩手県 紫波町 紫波町まち・ひと・しごと創生推進計画 9,300,000 9,300,000

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 12,460,007 2,300,000



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 0 0

宮城県 石巻市 雇用創出拡大プロジェクト 20,964,742 6,800,000 一般社団法人　日本中小企
業金融サポート機構

㈱オフィスシーア
イエス

医療法人社団亀戸
畠山クリニック

武田薬品工業㈱ サンリノベ㈱ その他非公表１社

宮城県 石巻市 交流人口拡大プロジェクト 8,447,356,429 700,000 ㈱クリーン工房 ㈱ニッケーコー
㈱高須ホールディ
ングス

昭和㈱

宮城県 気仙沼市 気仙沼市まち・ひと・しごと創生推進計画 13,650,075 13,594,000 いであ㈱ 信金中央金庫 和光建設㈱

宮城県 名取市 名取市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

宮城県 角田市 角田市まち・ひと・しごと創生推進計画 34,426,996 14,000,000 ㈱大安工業所 ㈱古川製作所 山和建設㈱

宮城県 多賀城市 歴史都市多賀城ブランド向上計画 5,680,555 0

宮城県 岩沼市 岩沼市まち・ひと・しごと創生推進計画 12,930,009 10,300,000 国際航業㈱ ㈱伊藤チェーン
伊藤忠テクノソリュー
ションズ㈱

山形開発工業㈱
第一ホテルサービ
ス㈱

その他非公表１社

宮城県 登米市 登米市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

宮城県 栗原市 栗原市まち・ひと・しごと創生推進計画 46,519,701 1,000,000 非公表１社

㈱伊澤製作所 フレスコ㈱ カガク興商㈱ まるせい商運㈱ ㈱五大建設足場 日本建設興業㈱ ㈱アイ・ケー・エス ㈱東北共立 ㈱サワ (有)大士運輸

医療法人社団亀戸
畠山クリニック

㈱国際開発コンサ
ルタンツ

武田薬品工業㈱ ボッシュ㈱ その他非公表１社

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 25,231,000 20,000,000
㈱RS
Technologies

宮城県 大崎市 大崎市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

宮城県 富谷市 富谷市民図書館整備計画 0 0

宮城県 村田町 村田町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

宮城県 川崎町 川崎町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

㈱アルファス計装 窪田電気工事㈱
NECネットイノベー
ション㈱

㈱スバック 昱機電㈱ 佐藤製線販売㈱ ㈱鉾建仏光堂
㈱三水コンサルタ
ント

㈱只野組
㈱スティーブアス
タリスク

㈱三光ダイカスト
工業所

山和建設㈱ その他非公表５社

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

0 0

宮城県 大郷町 大郷町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

宮城県 大衡村 大衡村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

宮城県 加美町 加美町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

宮城県 南三陸町 南三陸町まち・ひと・しごと創生推進計画 107,700,060 8,100,000
㈱エー・アール・
シー

㈱グレイシャス
一般社団法人東北支
援会ＰＬＵＳ

その他非公表１社

㈱アイビック ㈱アルビオン
NTCコンサルタン
ツ㈱

オリジナル設計㈱
住友ベークライト
㈱

全農畜産サービス
㈱

医療法人社団創
志会

DOWAエコｼｽﾃﾑ
㈱

DOWAエレクトロニク
ス㈱

DOWAメタルマイ
ン㈱

ニプロ㈱ ハワード㈱ 古河林業㈱ 信金中央金庫 その他非公表１社

秋田県 能代市 能代市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 5,634,136 100,000 非公表１社

秋田県 横手市 「みんなでささえあい燦く地域づくり」事業 11,971,025 0

秋田県 横手市 持続可能な「ホップの郷」づくり事業 3,080,417 0

秋田県 大館市 外に強く、内に優しいまちづくり推進計画 40,850,915 1,100,000
㈱三木設計事務
所

㈱原堅

秋田県 男鹿市 男鹿市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

秋田県 鹿角市 鹿角市まち・ひと・しごと創生推進計画 663,498,115 1,100,000
㈱ユーラスエナジーホー
ルディングス

㈱三木設計事務
所

秋田県 由利本荘市 由利本荘市まち・ひと・しごと創生推進計画 284,341,192 28,400,000
㈱三木設計事務
所

㈱ネオス 日本風力開発㈱ ㈱グリットウェブ ㈱ジェイウィンド 信金中央金庫 その他非公表１社

秋田県 大仙市 大仙市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

秋田県 仙北市 自らのまちを自らが拓くまちづくり計画 97,494,839 2,100,000 アステリア㈱
㈱三木設計事務
所

シン・エナジー㈱

秋田県 小坂町 小坂町まち・ひと・しごと創生推進計画 772,439,300 100,000 非公表１社

秋田県 藤里町 藤里町まち・ひと・しごと創生推進計画 10,958,000 7,500,000 ハワード㈱
㈱三木設計事務
所

㈱伊徳

宮城県 東松島市 東松島市まち･ひと･しごと創生推進計画 9,517,540 7,300,000

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～

74,906,200 74,050,000

秋田県 秋田県 秋田県まち・ひと・しごと創生推進計画 68,993,935 19,800,000



秋田県 八峰町 八峰町まち・ひと・しごと創生推進計画 14,206,456 0

秋田県 美郷町 美郷町まち・ひと・しごと創生推進計画 10,171,148 8,400,000
㈱三木設計事務
所

㈱プロモート ㈱龍角散 ナガイレーベン㈱

山形県 山形県 山形県まち・ひと・しごと創生推進計画 26,600,482 3,118,120 ㈱モンベル
野村アセットマネ
ジメント㈱

㈱CPC

㈱OTIAS
㈱コンピュータシ
ステム研究所

加藤総業㈱ テクノクオーツ㈱
㈱安井建築設計
事務所

須賀工業㈱ ㈱フェザンレーヴ
コトブキシーティン
グ㈱

出羽工業㈱ ㈱きんでん

三機工業㈱ ㈱大気社 信金中央金庫
㈱タカラレーベン
東北

㈱ソリトンシステム
ズ

リンベル㈱

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

54,047,294 13,000,000 ㈱横浜ライテック 第一生コン(有) 信金中央金庫

山形県 米沢市 米沢市まち・ひと・しごと創生推進計画 310,000 100,000 非公表１社

山形県 鶴岡市 鶴岡市まち・ひと・しごと創生推進計画 20,007,900 10,000,000 信金中央金庫

山形県 酒田市 酒田市まち・ひと・しごと創生推進計画 382,562,698 6,000,000 ㈱栄電子
㈱ウォーターエー
ジェンシー

山形県 新庄市 新庄市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山形県 村山市 村山市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山形県 村山市 企業版ふるさと納税を活用した村山市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山形県 長井市 長井市まち・ひと・しごと創生推進計画 625,895 100,000 非公表１社

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 0 0

山形県 天童市 天童市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山形県 山辺町 山辺町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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

39,783,114 2,500,000 ㈱ヤマコー
三協コンサルタン
ト㈱

㈱三和技術コンサ
ルタント

㈱市村工務店 ㈱千歳建設
㈱羽陽不動産鑑
定事務所

山形パナソニック
㈱

小松建設㈱

山形県 西川町 西川町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山形県 舟形町 舟形町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山形県 高畠町 たかはた未来創生推進計画 0 0

山形県 小国町 白い森おぐに未来創生推進計画 0 0

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」 150,012,226 8,100,000 ㈱ナルセ
東レ・カーボンマ
ジック㈱

山形パナソニック
㈱

山形県 庄内町 山形県東田川郡庄内町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

福島県 福島県 企業版福島県復興創生応援事業 474,867,815 12,500,000
野村アセットマネ
ジメント㈱

㈱大成
㈱グローバルエンジ
ニアリング

その他非公表２社

福島県 福島市 福島市企業版ふるさと納税推進計画 102,493,177 12,300,000
㈱ビートレーディン
グ

㈱高須ホールディ
ングス

信金中央金庫
ジーエルサイエン
ス㈱

あいおいニッセイ同和
損害保険㈱

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 0 0

福島県 郡山市 郡山市まち・ひと・しごと創生推進計画 472,449,000 55,000,000
プレミアムウォー
ター㈱

その他非公表１社

福島県 いわき市 いわき創生推進計画 43,613,971 41,300,438 イオンリテール㈱ 大和電設工業㈱ ロート製薬㈱ ㈱イープラス 豊島㈱ その他非公表１社

福島県 白河市 白河市みらい創造推進計画 74,526,682 10,000,000 信金中央金庫

福島県 須賀川市 須賀川市まち・ひと・しごと創生推進計画 10,000,000 10,000,000 信金中央金庫

福島県 喜多方市 わくわく喜多方再生プロジェクト 3,420,000 1,000,000
㈱ウォーターエー
ジェンシー

福島県 相馬市 相馬市地方創生推進計画 14,474,328 2,000,000 あぶくま信用金庫
オリエンタルモー
ター㈱

その他非公表１社

福島県 二本松市 企業版ふるさと納税活用二本松市復興創生応援事業 10,000,000 10,000,000 信金中央金庫

福島県 田村市 企業版田村市地域創生応援事業 0 0

福島県 南相馬市 南相馬市１００年のまちづくり応援事業 107,729,073 12,400,000 フレスコ㈱ 福島消防資材㈱ ダイダン㈱
㈱シン技術コンサ
ル

サンセイ医機㈱ ㈱ほくとう スパークス・グリーンエナジー
＆テクノロジー㈱

合同会社南相馬村上
福岡ソーラー

信金中央金庫 ㈱リビングロボット

福島県 本宮市 本宮市まち・ひと・しごと創生推進計画 55,564,115 2,250,000
オールナビクオー
ツ㈱

㈱渡辺商行

福島県 桑折町 桑折っ子育成プロジェクト 24,999,840 1,000,000 旭計器㈱

福島県 国見町 農業と観光の地域循環まちづくり計画 23,498,000 9,450,000 ㈱ワンテーブル

山形県 山形市 山形市まち・ひと・しごと創生推進計画 106,742,951 25,000,000



福島県 下郷町 下郷町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

福島県 檜枝岐村 会津駒ケ岳山頂湿原木道整備計画 12,094,500 0

福島県 南会津町 企業版南会津町まち・ひと・しごと創生推進計画 1,100,000 1,100,000
㈱湯田電気管理
事務所

㈱エネクスライフ
サービス

福島県 北塩原村 北塩原村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

福島県 西会津町 西会津町まち・ひと・しごと創生推進計画 21,180,194 1,000,000 非公表１社

福島県 棚倉町 棚倉町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

福島県 玉川村 企業版玉川村まち・ひと・しごと創生総合戦略事業 0 0

福島県 三春町 三春町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

福島県 楢葉町 楢葉町まち･ひと･しごと創生推進計画 0 0

福島県 富岡町 企業版富岡町復興創生応援事業 0 0

福島県 浪江町 浪江町地域再生計画 6,380,000 1,000,000 非公表１社

福島県 葛尾村 葛尾村総合戦略推進事業 0 0

茨城県 茨城県 茨城県まち・ひと・しごと創生推進計画 104,196,810 13,000,000 信金中央金庫
㈱ウォーターエー
ジェンシー

野村アセットマネジ
メント㈱

茨城県 水戸市 水戸市まち・ひと・しごと創生推進計画 261,970,128 68,400,000 常総開発工業㈱ ㈱グロービス
㈱グロービス・キャピタ
ル・パートナーズ

(有)水戸茨城イニ
シアティブ

第一カッター興業
㈱

㈱ウォーターエー
ジェンシー

水戸証券㈱ 養命酒製造㈱

茨城県 土浦市 土浦市まち・ひと・しごと創生推進計画 248,270 246,000 つくばエナジー㈱

茨城県 古河市 古河市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

茨城県 石岡市 石岡市まち・ひと・しごと創生推進計画 10,000,397 10,000,000
㈱博進紙器製作
所

茨城県 結城市 結城市まち・ひと・しごと創生推進計画 10,100,000 10,000,000 信金中央金庫

茨城県 下妻市 下妻市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

茨城県 常総市 常総市まち・ひと・しごと創生推進計画 28,900,000 1,000,000 稲畑香料㈱ 花木工業㈱ 森永乳業㈱ 日本ベッド製造㈱ 川光物産㈱ その他非公表１社

茨城県 高萩市 高萩市まち・ひと・しごと創生推進計画 13,800,000 1,200,000 極東製薬工業㈱ 大建工業㈱ その他非公表１社

茨城県 笠間市 笠間市ひと・まち・もの創生推進計画 4,999,500 2,000,000 非公表４社

茨城県 取手市 とりで未来創造プラン推進計画 0 0

茨城県 つくば市 つくば市まち・ひと・しごと創生推進計画 23,308,422 14,800,000 水戸証券㈱ その他非公表１社

茨城県 守谷市 守谷市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

茨城県 常陸大宮市 常陸大宮市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

茨城県 那珂市 那珂市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

茨城県 筑西市 筑西市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

茨城県 坂東市 坂東市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

茨城県 稲敷市 稲敷市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

茨城県 桜川市 桜川市まち・ひと・しごと創生推進計画 1,253,148 500,000
㈱サンライフコーポ
レーション

茨城県 行方市 行方市情報発信日本一プロジェクト 25,868,421 100,000
㈱フューチャーリン
クネットワーク

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 0 0

茨城県 大洗町 海の街大洗創生推進プロジェクト 0 0

茨城県 阿見町 あみ・未来プロジェクト 0 0

茨城県 八千代町 八千代町まち・ひと・しごと創生推進計画 2,998,600 100,000 非公表１社

茨城県 五霞町 五霞町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0



Theotex Group
HD㈱

㈱柴建築設計事
務所

㈱ニューライフ ㈱大洋 ㈱なのはな警備 小沢道路㈱ リスカ㈱ 茨城トヨペット㈱ ㈱PSE ㈱セントラルフード

㈱茨城新聞社
㈱TROホールディ
ングス

令和建設㈱ ㈱大貫工務店 倉持産業㈱ ㈱四條
㈱廣澤精機製作
所

大和測量㈱ 常総開発工業㈱ ㈱のはら

(有)小竹米店 大昭建設㈱ ウエルシア薬局㈱ 沼尻産業㈱ 昱㈱ 谷原建設㈱
岩井農業協同組
合

㈱フクダ・アンド・
パートナーズ

ユーミーコーポ
レーション㈱

小松マテーレ㈱

㈱ロイヤルグリー
ン

SBSロジコム㈱ ロイヤル化粧品㈱ ㈱一条工務店

栃木県 栃木県 元気なとちぎの未来創造プロジェクト 338,313,679 20,570,000 東京応化工業㈱ ＡＧＦ関東㈱ ㈱富士住建
㈱ウォーターエー
ジェンシー

㈱グリットウェブ
森六ホールディン
グス㈱

ポート㈱ ㈱イノセントリリー
野村アセットマネジ
メント㈱

その他非公表２社

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

6,856,676 1,000,000 非公表１社

栃木県 宇都宮市 宇都宮市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

栃木県 足利市 足利市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

栃木県 栃木市 栃木市まち・ひと・しごと創生推進計画 3,989,700 2,000,000 荒井商事㈱ 江崎工業㈱

栃木県 佐野市 佐野市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 19,797,250 9,899,000 信金中央金庫

栃木県 鹿沼市 鹿沼市 ひと・まち・しごと創生推進計画 67,708,443 11,000,000
㈱ウォーターエー
ジェンシー

信金中央金庫

栃木県 日光市 日光市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

栃木県 小山市 小山市まち・ひと・しごと創生推進計画 72,142,074 10,000,000 荒井商事㈱

栃木県 真岡市 真岡市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

栃木県 大田原市 大田原市未来創造戦略推進計画 0 0

栃木県 矢板市 矢板市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

栃木県 那須塩原市 那須塩原市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

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 0 0

栃木県 上三川町 上三川町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

栃木県 益子町 益子町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

栃木県 茂木町 茂木町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

栃木県 市貝町 市貝町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

栃木県 壬生町 壬生町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

栃木県 那須町 那須町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

㈱きのした ㈱ヤオコー ㈱富士住建 ㈱ヨコオ ヨシモトポール㈱
㈱ウォーターエー
ジェンシー

森六ホールディン
グス㈱

㈱グリットウェブ 中央労働金庫
野村アセットマネ
ジメント㈱

クミ化成㈱ ㈱イノセントリリー ユニー㈱ その他非公表１社

群馬県 前橋市 前橋市まち・ひと・しごと創生推進計画 203,500 100,000 非公表１社

群馬県 桐生市 桐生市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

㈱オープンハウス・
ディベロップメント

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

富士スバル㈱

㈱両毛システムズ その他非公表１社

群馬県 沼田市 沼田市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

環境システム㈱ ㈱勝山工務所 DIC㈱
㈱ジャパンクリー
ン

都市設計㈱ 星野総合商事㈱
サントリービール
㈱

㈱シーエスラボ 技研コンサル㈱ アサヒ飲料㈱

㈱アイ・ディー・
エー

タニコー㈱
㈱博文堂アド・
エージェンシー

その他非公表１社

群馬県 渋川市 渋川市まち・ひと・しごと創生推進計画 100,939,631 13,200,000
システム・アルファ
㈱

㈱アイ・ディー・
エー

クミ化成㈱ その他非公表１社

群馬県 富岡市 富岡市まち・ひと・しごと創生推進計画 11,596,800 10,100,000
㈱アイ・ディー・
エー

信金中央金庫

群馬県 みどり市 みどり市まち・ひと・しごと創生推進計画 300,739,999 103,000,000 ㈱全高住 関東開発㈱

茨城県 境町 河岸の街さかい創生推進プロジェクト 457,150,000 457,150,000

群馬県 群馬県 群馬県まち・ひと・しごと創生推進計画 501,255,827 18,503,879

群馬県 太田市 太田市まち・ひと・しごと創生推進計画 125,723,936 102,700,000

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

1,937,780 1,900,000



群馬県 吉岡町 吉岡町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 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 10,272,500 1,000,000
(有)ロジスティックき
のこ販売

群馬県 上野村 上野村まち・ひと・しごと創生事業 0 0

群馬県 神流町 神流町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 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～

20,002,121 2,000,000 巴工業㈱ その他非公表１社

群馬県 下仁田町 第２期下仁田町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

群馬県 甘楽町 甘楽町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

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 74,042,000 58,000,000
日本スキー場開
発㈱

その他非公表２社

群馬県 板倉町 板倉町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

群馬県 明和町 明和活性化人づくりプロジェクト 33,890,376 33,517,000 日本基礎技術㈱

群馬県 千代田町 千代田町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

群馬県 邑楽町 邑楽町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

埼玉県 埼玉県 埼玉県まち・ひと・しごと創生推進計画 123,662,953 8,900,000
㈱ビートレーディン
グ

㈱グリットウェブ ㈱トライサーブ ㈱ＴＯＣＲＥＡＴＥＩＴ ㈱恒樹園新潟 大栄不動産㈱
㈱ニトリホールディ
ングス

日本生命保険相
互会社

野村アセットマネ
ジメント㈱

埼玉県 さいたま市 さいたま市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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～

21,660,037 0

埼玉県 熊谷市 熊谷市まち・ひと・しごと創生推進計画 7,622,420,484 100,000
㈱ビートレーディン
グ

埼玉県 川口市 地産地消による市内経済好循環創出事業 74,951,431 10,000,000 信金中央金庫

埼玉県 行田市 行田市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

埼玉県 秩父市 秩父市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 10,000,000 10,000,000 信金中央金庫

埼玉県 羽生市 羽生市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

埼玉県 鴻巣市 鴻巣市まち・ひと・しごと創生推進計画 8,167,068 200,000
あいおいニッセイ同
和損害保険㈱

㈱ウォーターエー
ジェンシー

第一生命保険㈱ ㈱カネマス 伊那食品工業㈱
㈱バローホール
ディングス

一般社団法人　日本中小企
業金融サポート機構 ㈱サイオー 上武産業㈱ ヤマモリ㈱ 関東総合輸送㈱

その他非公表３社

埼玉県 蕨市 蕨市まち・ひと・しごと創生推進計画 454,190 450,000
明治安田生命保
険相互会社

川口信用金庫

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

0 0

埼玉県 桶川市 桶川市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

埼玉県 久喜市 久喜市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

埼玉県 坂戸市 坂戸市選ばれ続ける街づくり計画 0 0

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 0 0

埼玉県 日高市 清流文化都市ひだか創生プロジェクト 3,000,000 3,000,000 (有)ムサシ運輸 ㈱宮岡運輸

埼玉県 吉川市 吉川市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

埼玉県 滑川町 滑川町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

埼玉県 小川町 小川町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

埼玉県 小鹿野町 小鹿野町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

埼玉県 神川町 神川町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

埼玉県 深谷市 深谷市まち・ひと・しごと創生推進計画 539,042,000 21,900,000



埼玉県 寄居町 寄居町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

千葉県 千葉県 千葉県まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

千葉県 千葉市 千葉市まち・ひと・しごと創生寄付活用事業 187,100,000 20,464,235
一般社団法人消
防管理協会

㈱ネットビジョン (有)クリコ 特定非営利活動法人
Standard　Opinion　Society

㈱ホームマイス
ター24

㈱イノセントリリー

千葉県 銚子市 銚子市しごと・ひと・まち創生推進計画 39,544,423 30,000,000 ㈱ナリコー 信金中央金庫 東和工業㈱

千葉県 船橋市 船橋市まち・ひと・しごと創生推進計画 33,618,005 14,500,000
市川市農業協同
組合

竹本機械工業㈱ 三国屋建設㈱ 合同製鐵㈱ 有隣運送㈱ 青葉運輸㈱ 一般社団法人　日本中小企
業金融サポート機構

ちば東葛農業協
同組合

㈱アルファコーポ
レーション

その他非公表２社

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 47,587,000 22,000,000 信金中央金庫 ㈱三洋海事 その他非公表１社

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 26,221,162 0

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 18,578,133 600,000
ちば東葛農業協
同組合

㈱シーエックス
カーゴ

千葉県 茂原市 茂原市まち・ひと・しごと創生推進計画 14,000,000 14,000,000
㈱横河システム建
築

その他非公表２社

千葉県 佐倉市 佐倉市まち・ひと・しごと創生推進計画 38,752,000 4,000,000 ㈱オカムラホーム
アンディトレーディ
ング㈱

千葉県 旭市 旭市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

千葉県 柏市 柏市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

千葉県 勝浦市 かつうら観光ぷらっとフォーム事業 37,256,934 12,000,000 ㈱成美学園 ㈱林水泳教室

千葉県 流山市 流山市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

千葉県 我孫子市 我孫子市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

千葉県 鴨川市 鴨川市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

千葉県 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市まち・ひと・しごと創生推進計画 2,521,737 100,000 ㈱アルファプラン

千葉県 君津市 君津市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

千葉県 富津市 富津市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

千葉県 四街道市 四街道市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

千葉県 袖ケ浦市 袖ケ浦市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

千葉県 南房総市 南房総市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

千葉県 匝瑳市 匝瑳市まち・ひと・しごと創生推進計画 1,127,500 1,000,000 非公表１社

千葉県 香取市 香取市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

千葉県 山武市 山武市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

千葉県 いすみ市 いすみ市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

千葉県 大網白里市 大網白里市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 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 4,390,828 300,000
共和コンクリート
工業㈱

その他非公表１社

千葉県 栄町 栄町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

千葉県 多古町 多古町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

千葉県 芝山町 芝山町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

千葉県 横芝光町 横芝光町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

千葉県 長生村 長生村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

千葉県 白子町
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

27,717,312 0

千葉県 白子町 白子町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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～ 38,515,153 13,750,000 ㈱シンクロ 富士建物管理㈱ 多摩川開発㈱ 日本トーター㈱
㈱フクシ・エンタープ
ライズ

東京税理士協同
組合

信金中央金庫 住友金属鉱山㈱ ㈱報知新聞社 西武信用金庫

東京都 町田市 芹ヶ谷公園芸術の杜プロジェクト 127,135,885 1,200,000 第一生命保険㈱
東京海上日動火
災保険㈱

西武信用金庫

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 12,873,300 1,100,000 雲雀園芸㈱ 西武信用金庫



タキロンシーアイ
㈱

日本冶金工業㈱ Ｊ－ＳＴＡＲ㈱ 第一生命保険㈱
キューアンドエー
㈱

中外製薬㈱ ㈱ヤオコー
㈱東京カントリー
倶楽部

㈱富士住建 三井不動産㈱

富士フイルム富山
化学㈱

㈱ネオス
いすゞシステム
サービス㈱

㈱ＹＦＭ
森六ホールディン
グス㈱

中日本ハイウェイ・エンジニア
リング東京㈱ ㈱イノセントリリー その他非公表２社

神奈川県 横浜市 横浜市まち・ひと・しごと創生推進計画 121,723,000 10,000,000 信金中央金庫

神奈川県 相模原市 相模原市まち・ひと・しごと創生推進計画 259,546,800 100,000 第一生命保険㈱

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 36,999,150 30,000,000 信金中央金庫 その他非公表１社

神奈川県 平塚市 平塚市まち・ひと・しごと創生推進計画 36,393,604 11,100,000 日本たばこ産業㈱ 信金中央金庫

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 0 0

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 5,654,000 200,000
㈱リベルエステー
ト

㈱自給人

神奈川県 逗子市 逗子市まち・ひと・しごと創生推進計画 17,250,270 1,000,000
㈱エネクスライフ
サービス

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

0 0

神奈川県 南足柄市 南足柄市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

神奈川県 綾瀬市 綾瀬市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

神奈川県 二宮町 第２期二宮町総合戦略推進計画 0 0

神奈川県 松田町 松田町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

㈱ビートレーディン
グ

㈱熊谷組 丸大食品㈱ 昭和電工㈱
NTCコンサルタン
ツ㈱

㈱グリットウェブ
㈱高須ホールディ
ングス

ポート㈱ ㈱イトーヨーカ堂
太洋プラスチック
ス㈱

サンフロンティア
不動産㈱

㈱イノセントリリー
野村アセットマネ
ジメント㈱

その他非公表２社

新潟県 新潟市 新潟市まち・ひと・しごと創生寄附活用計画 45,683,552 11,100,000 一般社団法人　日本中小企
業金融サポート機構 信金中央金庫

㈱ジェスクホリウ
チ

新潟県 新潟市 第2期新潟市まち・ひと・しごと創生寄附活用計画 0 0

新潟県 長岡市 長岡市まち・ひと・しごと創生事業 131,287,715 11,600,000 一般社団法人　日本中小企
業金融サポート機構 信金中央金庫 ヨネックス㈱

㈱ジェスクホリウ
チ

新潟県 三条市 三条市総合戦略推進計画 0 0

新潟県 柏崎市 新たなエネルギーのまちの形成による経済と環境の共存プロジェクト 10,001,000 10,000,000 信金中央金庫

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 32,200,000 32,200,000 ㈱ウオロク ㈱イシカワ ㈱新潟クボタ
岡三にいがた証券
㈱

㈱新宣 信金中央金庫 その他非公表１社

新潟県 小千谷市 小千谷市総合戦略推進計画 98,902,581 3,000,000 富士建築設備㈱

新潟県 加茂市 加茂市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 127,715,000 13,600,000 敷島産業㈱
日本ビジネスシス
テムズ㈱

ヤマト運輸㈱ その他非公表１社

新潟県 見附市
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

58,163,707 500,000 非公表５社

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 10,000,000 10,000,000 信金中央金庫

新潟県 燕市 燕市まち・ひと・しごと創生推進計画 3,158,000 1,000,000 ㈱アイモバイル

新潟県 糸魚川市 糸魚川市まち・ひと・しごと創生推進計画 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 0 0

新潟県 妙高市 妙高版総合戦略推進計画 251,811,148 16,000,000 ㈱名北 飛田テック㈱ ㈱都計 山万㈱ ㈱ミタカ ㈱加賀田組 ㈱エコシステム その他非公表１社

新潟県 五泉市 五泉市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

新潟県 上越市 上越市まち・ひと・しごと創生推進計画 22,838,842 10,000,000 信金中央金庫

㈱阿賀舗道 新潟特殊企業㈱
新潟センチュリー
㈱

秋葉建設興業㈱ ㈱吉田建設 丸運建設㈱ ㈱廣瀨
新潟綜合警備保
障㈱

㈱サカタ製作所
㈱常磐谷沢製作
所

その他非公表２社

新潟県 佐渡市 佐渡市まち・ひと・しごと創生推進計画 109,005,035 2,000,000 非公表１社

新潟県 魚沼市 魚沼市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

新潟県 南魚沼市 南魚沼市まち・ひと・しごと創生推進計画 21,000,000 21,000,000 グリーン産業㈱ ㈱和田商会 ㈱原信 その他非公表２社

神奈川県 神奈川県 神奈川県まち・ひと・しごと創生推進計画 977,070,321 49,170,000

新潟県 新潟県 住んでよし、訪れてよしの新潟県づくり推進計画 415,103,235 19,064,235

新潟県 阿賀野市 阿賀野市まち・ひと・しごと創生推進計画 271,027,882 3,600,000



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 0 0

新潟県 聖籠町 聖籠町まち・ひと・しごと創生推進計画 50,302,593 5,000,000 非公表１社

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 0 0

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 2,346,300 200,000 ㈱ホクエツ

新潟県 出雲崎町 出雲崎町まち・ひと・しごと創生推進計画 500,000 500,000 非公表１社

新潟県 湯沢町 湯沢町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

新潟県 粟島浦村 ２０４０年住民票総人口３００人プロジェクト 1,000,000 1,000,000 非公表１社

富山県 富山県 第２期とやま未来創生戦略推進計画 418,280,641 3,300,000 ㈱ホテルウェル ㈱東京富山会館
野村アセットマネ
ジメント㈱

その他非公表１社

富山県 富山市 「とほ活」ベンチプロジェクト 990,000 300,000 非公表３社

富山県 富山市 富山市まち・ひと・しごと創生推進計画 37,388,768 10,900,000 信金中央金庫
㈱ジェスクホリウ
チ

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～

14,204,804 10,000,000 非公表１社

富山県 高岡市 高岡市まち・ひと・しごと創生推進計画 12,000,000 12,000,000 ㈱内田洋行 信金中央金庫

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 8,038,700 2,000,000
㈱ウォーターエー
ジェンシー

㈱小島工務店

富山県 滑川市 滑川市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

富山県 黒部市 第２期黒部市総合戦略推進計画 0 0

富山県 砺波市 第２次砺波市総合計画推進計画 0 0

富山県 小矢部市 おやべルネサンス総合戦略推進計画 71,561,598 20,000,000 たち建設㈱ 信金中央金庫

富山県 南砺市 南砺市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 51,452,653 2,000,000 田中産業㈱

富山県 射水市 射水市まち・ひと・しごと創生推進計画 63,030,000 16,000,000 ㈱大江鐵工 信金中央金庫 ㈱小島工務店

富山県 上市町 上市町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 53,371,735 1,600,000 非公表３社

石川県 石川県 第２期いしかわ創生推進計画 5,000,990 2,500,000 ㈱ソディック

石川県 金沢市 金沢版総合戦略推進計画 24,438,796 6,450,000 ㈱ウオッチ
㈱ウォーターエー
ジェンシー

㈱ゴーゴーカレー
グループ

日本ケンブリッジフィ
ルター㈱

加賀電子㈱ 日機装㈱
ワイディシステム
㈱

その他非公表１社

石川県 七尾市 七尾市まち・ひと・しごと創生推進計画 16,000,000 11,000,000 信金中央金庫 ㈱新朝プレス

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 117,576,861 87,500,000 ㈱小松製作所 小松マテーレ㈱
アルスコンサルタ
ンツ㈱

ケイエムエーイン
ベスト㈱

㈱トーケン 第一電機工業㈱ ㈱エイエム ㈱テクニカルアイ その他非公表１社

石川県 輪島市 輪島市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

石川県 珠洲市 珠洲市まち・ひと・しごと創生推進計画 245,506,489 10,000,000
アルスコンサルタ
ンツ㈱

日本風力開発㈱
㈱中央設計技術
研究所

その他非公表２社

石川県 加賀市 加賀市まち・ひと・しごと総合戦略推進計画 0 0

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 0 0

石川県 かほく市 第２期かほく市創生総合戦略推進計画 1,327,788 1,000,000 ㈱ツルガ薬局

石川県 白山市 白山市まち・ひと・しごと創生推進計画 91,827,592 81,300,000 ㈱北國新聞社 小松マテーレ㈱
㈱ジェスクホリウ
チ

石川県 能美市 能美創生推進計画 0 0

AIHO北陸㈱ あい警備㈱ 高田舗装㈱ ㈱橋設備工業
㈱若宮塗装工業
所

㈱北陸環境科学
研究所

沢田工業㈱
環境エンジニアリ
ング㈱

㈱ケンシン ㈱太陽測地社

㈱小山組
(有)白坂速記事務
所

アルスコンサルタ
ンツ㈱

シグマ電機㈱ 三友工業㈱
(有)堀江不動産鑑
定システム

加州建設㈱ (有)佐藤技研
㈱アイシーシー・サー
ビスセンター

アドライナー㈱

アムズ㈱ サワダライン㈱ ㈱画遊
㈱山岸建築設計
事務所

サンデック㈱ 三友化工㈱ ㈱地域みらい
北川ヒューテック
㈱

医療法人安原医
院

㈱アイビックス北
陸

スタンドアドサービ
ス㈱

ナカダ㈱ ㈱ロードサービス ㈱デニム その他非公表３社

石川県 川北町 第２期川北町版総合戦略推進計画 0 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 58,973,900 5,150,000



石川県 津幡町 津幡町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

石川県 志賀町 志賀町まち・ひと・しごと創生推進計画 24,916,000 100,000 非公表１社

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 0 0

石川県 中能登町 第２期中能登町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

石川県 能登町 第２期能登町創生総合戦略推進計画 11,000,000 10,000,000 信金中央金庫

福井県 福井県 福井県　まち・ひと・しごと創生推進計画 49,000,000 10,500,000 生晃栄養薬品㈱ ナカヤ学産業㈱ 長瀬産業㈱ 前田建設工業㈱ 飛島建設㈱ 大谷製鉄㈱ その他非公表１社

福井県 福井市 福井市まち・ひと・しごと創生推進計画 29,665,456 4,228,000 ㈱ユニテックス 太閤木下建設㈱
㈱ジェスクホリウ
チ

福井県 勝山市 勝山市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

福井県 あわら市 あわら市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

福井県 越前市 越前市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

福井県 坂井市 坂井市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

福井県 永平寺町 永平寺町まち・ひと・しごと創生総合戦略計画 0 0

福井県 越前町 越前町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

福井県 若狭町 若狭町住み続けたくなるまちづくり計画 5,000,000 5,000,000 ウラセ㈱

山梨県 山梨県 山梨県地方創生推進計画 761,000 500,000 一般財団法人クリステル・
ヴィ・アンサンブル

山梨県 甲府市 甲府市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

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 0 0

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 3,357,956 0

山梨県 山梨市 第２期山梨市総合戦略推進計画 6,710,000 5,000,000 非公表１社

山梨県 大月市 大月市まち・ひと・しごと創生推進計画 12,021,061 800,000 ㈱しらかわ
㈱クリーン・システ
ム

山梨県 韮崎市 韮崎市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山梨県 南アルプス市 南アルプス市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山梨県 北杜市 北の杜フードバレープロジェクト 1,685,315 1,685,315 日本通運㈱ ㈱ミヨシ 中央電子㈱ カゴメ㈱ ㈱石山

山梨県 北杜市 北杜市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山梨県 甲斐市 甲斐市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山梨県 笛吹市 笛吹市地域再生計画 30,455,000 30,455,000 ロイヤル粧品㈱ その他非公表１社

山梨県 上野原市 上野原市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山梨県 甲州市 甲州市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山梨県 中央市 第２次中央市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画 0 0

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 0 0

山梨県 身延町 身延町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山梨県 南部町 南部町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山梨県 富士川町 富士川町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山梨県 昭和町 昭和町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0



山梨県 道志村 道志村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山梨県 鳴沢村 鳴沢村 まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

山梨県 小菅村 小菅村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山梨県 丹波山村 丹波山村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

長野県 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～ 66,151,660 7,044,002 一般社団法人　日本中小企
業金融サポート機構

㈱ウォーターエー
ジェンシー

㈱グリットウェブ ㈱ブレアパッチ ㈱モンベル イオンリテール㈱

長野県 長野市 長野市まち・ひと・しごと創生推進計画 11,000,000 11,000,000 信金中央金庫
㈱ジェスクホリウ
チ

長野県 松本市 「健康寿命延伸都市・松本」地方創生推進計画 0 0

長野県 上田市 上田市まち・ひと・しごと創生推進計画 590,361,200 1,200,000
㈱ウォーターエー
ジェンシー

㈱ビートレーディン
グ

㈱小泉中部

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 10,114,000 1,100,000 ㈱オフィス湯澤 その他非公表１社

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 10,000,000 10,000,000 信金中央金庫

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及び講座運営支
援計画

11,100,000 11,100,000
㈱ウォーターエー
ジェンシー

信金中央金庫 日進精機㈱

長野県 諏訪市 諏訪市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

長野県 須坂市 須坂市まち・ひと・しごと創生推進計画 10,440,000 10,440,000
㈱アスリート・ギフ
ト

全電協㈱

長野県 伊那市 伊那市まち・ひと・しごと創生推進計画 20,973,500 20,500,000 ㈱ヤマウラ 三峰川電力㈱

長野県 駒ヶ根市 駒ヶ根市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

長野県 飯山市 飯山市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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～

82,789,989 11,000,000
㈱ヒトヒトプロモー
ション

㈱ヤマウラ

長野県 佐久市
佐久市まち・ひと・しごと創生推進計画～「若い世代の希望をかなえ、選
ばれるまち」を目指して～

3,740,000 2,000,000 非公表１社

長野県 千曲市 千曲市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

長野県 東御市 東御市まち・ひと・しごと創生推進計画 455,883,000 50,350,000 (有)マルヒ製材 新日本設計㈱ 伊那食品工業㈱ ㈱ヤマウラ ㈱マイシステム ㈱アイテック ㈱アキュレイト その他非公表４社

長野県 安曇野市 安曇野市まち・ひと・しごと創生推進計画 1,000,000,000 3,000,000 ㈱原信

長野県 御代田町 御代田町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

長野県 箕輪町 箕輪町まち・ひと・しごと創生推進計画 12,291,541 10,000,000 ㈱ヤマウラ

長野県 飯島町 飯島町まち・ひと・しごと創生推進計画 20,117,000 20,000,000 非公表１社

長野県 南箕輪村 南箕輪村まち・ひと・しごと創生推進計画 17,699,980 5,000,000 非公表１社

長野県 中川村 中川村まち・ひと・しごと創生推進計画 102,138,022 40,500,000 ㈱緑地計画 ㈱ヤマウラ

長野県 宮田村 宮田村まち・ひと・しごと推進計画 10,700,000 10,700,000 ㈱緑地計画 ㈱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及び講座運営支
援計画

100,000 100,000 ㈱NEXAS

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及び講座運営支
援計画

100,000 100,000
㈱セイコーアドバ
ンス

長野県 高森町 南信州高森町まち・ひと・しごと創生寄附活用プロジェクト 11,091,456 11,000,000 ㈱内田洋行 ㈱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及び講座運営支
援計画

100,000 100,000
㈱小林コンサルタ
ント

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及び講座運営支
援計画

100,000 100,000 ㈱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及び講座運営支
援計画

100,000 100,000
三和ロボティクス
㈱

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及び講座運営支
援計画

100,000 100,000 ㈱浜島精機

長野県 根羽村 根羽村まち・ひと・しごと創生推進計画 1,000,000 1,000,000 小平㈱

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及び講座運営支
援計画

100,000 100,000 柴田科学㈱



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及び講座運営支
援計画

100,000 100,000 ㈱協和精工

長野県 売木村 売木村まち・ひと・しごと創生総合推進計画 41,000,000 1,000,000 非公表１社

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及び講座運営支
援計画

100,000 100,000 ㈱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及び講座運営支
援計画

100,000 100,000 非公表１社

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及び講座運営支
援計画

100,000 100,000 クロダ精機㈱

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及び講座運営支
援計画

100,000 100,000 山京インテック㈱

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 0 0

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及び講座運営支
援計画

100,000 100,000 中島特殊鋼㈱

長野県 小谷村 小谷村まち・ひと・しごと創生推進計画 5,500,000 5,500,000 ㈱ヤマウラ その他非公表１社

長野県 小布施町 小布施まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

長野県 信濃町 信濃町まち・ひと・しごと創生推進計画 7,993,842 200,000 ＴＤＫラムダ㈱

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 1,418,000 1,300,000 一般社団法人　日本中小企
業金融サポート機構 ㈱グリットウェブ

㈱ウォーターエー
ジェンシー

㈱ビートレーディン
グ

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 2,497,000 2,100,000 川崎重工業㈱ ㈱ブレアパッチ
野村アセットマネ
ジメント㈱

岐阜県 岐阜県 「清流の国ぎふ」創生総合戦略推進計画 0 0

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

37,901,593 10,000,000 信金中央金庫

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 7,598,730 0

岐阜県 岐阜市 岐阜市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

岐阜県 大垣市 大垣市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 5,649,681 500,000 タイム技研岐阜㈱

岐阜県 高山市 高山市まち・ひと・しごと創生推進計画 36,303,032 16,000,000 京王電鉄㈱ 水谷興業㈱ 信金中央金庫

医療法人歯恩会
医療法人志萠会
原歯科

一般社団法人日本キャッシュ
フローコーチ協会

医療法人社団つじ
むら歯科医院

㈱ビズ・ナビ＆カ
ンパニー

㈱フィルテック ㈱十六銀行
医療法人Bright
Beans

㈱コンシェルジュ ㈱ネッツ

弁護士法人すずたか
総合法律事務所

㈱水谷鉄工所 ㈱三菱ＵＦＪ銀行 王春工業㈱ その他非公表１社

岐阜県 関市 関市まち・ひと・しごと創生推進計画 271,763,538 11,200,000
㈱野田コンサルタ
ント

信金中央金庫
Great Leap
Consulting㈱

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 13,806,960 4,400,000 ㈱CF FOR TWO ㈱トップ ㈱ティーガイア
㈱愛工機器製作
所

㈱メディウムジャ
パン

アツタ起業㈱ （有）和幸

岐阜県 美濃市 美濃市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

岐阜県 瑞浪市 瑞浪市まち・ひと・しごと創生推進計画 34,602,581 1,000,000 非公表１社

岐阜県 羽島市 羽島市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

岐阜県 土岐市 土岐市まち・ひと・しごと創生推進計画 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 64,530,562 0

岐阜県 各務原市 各務原市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

岐阜県 可児市 可児市まち・ひと・しごと創生推進計画 15,500,000 0

岐阜県 山県市 山県市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

岐阜県 瑞穂市 瑞穂市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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～

2,600,000 2,600,000 日本レヂボン㈱ 飛騨信用組合 ニプロファーマ㈱ ㈱喜多村

岐阜県 本巣市 本巣市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

岐阜県 郡上市 観光立市郡上　まち・ひと・しごと創生計画 28,091,500 28,000,000 ㈱メニコンネクト アテナ工業㈱ 信金中央金庫

岐阜県 海津市 第２期海津市創生総合戦略計画 35,079,000 3,700,000
㈱大垣ケーブルテ
レビ

ワンストップパート
ナーズ㈱

㈱山口化成 ㈱丹羽由

岐阜県 多治見市 共につくる。まるごと元気！多治見 8,042,765,431 13,300,000



岐阜県 岐南町 岐南町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

岐阜県 関ケ原町 関ケ原町まち・ひと・しごと創生推進計画 78,917,859 400,000
㈱大垣ケーブルテ
レビ

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 0 0

岐阜県 大野町 大野町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

岐阜県 川辺町 川辺町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

岐阜県 七宗町 七宗町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

岐阜県 八百津町 八百津町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

岐阜県 白川村 白川村未来を担う人材育成計画 31,000,000 31,000,000 白川電気土木㈱ 飛騨建設㈱ その他非公表３社

静岡県 静岡県 美しい“ふじのくに”まち・ひと・しごと創生推進計画 959,672,773 12,260,000 東京応化工業㈱ 三井不動産㈱ ㈱グリットウェブ ㈱イトーヨーカ堂
野村アセットマネ
ジメント㈱

㈱ブレアパッチ ポート㈱ その他非公表１社

静岡県 静岡市 静岡市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 3,946,800 1,000,000 非公表１社

静岡県 沼津市 沼津市まち・ひと・しごと創生推進計画 21,620,052 10,000,000 信金中央金庫

静岡県 三島市 三島市まち・ひと・しごと創生推進計画 12,000,780 10,000,000 信金中央金庫

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 631,684,211 13,000,000 アサヒ飲料㈱
静岡県富士生コンク
リート協同組合

信金中央金庫

静岡県 伊東市 伊東市まち・ひと・しごと創生推進計画 1,980,000 1,000,000
㈱ウォーターエー
ジェンシー

静岡県 島田市 島田市まち・ひと・しごと創生推進計画 9,405,000 9,405,000 非公表１社

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 62,902,000 12,000,000
あいおいニッセイ同和
損害保険㈱

特定非営利法人ワー
カーズコープ

ニュータウンビル
サービス㈱

ケンコーマヨネー
ズ㈱

㈱ホテイフーズコーポ
レーション

㈱坪野谷紙業 興国インテック㈱ 信金中央金庫

静岡県 磐田市 磐田市まち・ひと・しごと創生推進計画 844,000,000 844,000,000 ㈱トップ通商
㈱ウォーターエー
ジェンシー

日東工業㈱ その他非公表２社

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～

619,164,321 17,250,000
しずおか焼津信用
金庫

㈱不二蒸着 ハンター製菓㈱ セイウ㈱ その他非公表４社

静岡県 掛川市 掛川市まち・ひと・しごと創生推進計画 44,473,300 11,000,000 信金中央金庫 その他非公表１社

静岡県 藤枝市 藤枝市まち・ひと・しごと創生推進計画 41,685,227 4,750,000 ㈱静岡銀行
㈱ウォーターエー
ジェンシー

㈱アイワホール
ディングス

スルガ銀行㈱ 静清信用金庫 東ポリ㈱
島田掛川信用金
庫

㈱清水銀行 その他非公表１社

静岡県 御殿場市 御殿場市地域再生計画 4,433,550 3,000,000 藍澤證券㈱ ㈱新朝プレス その他非公表１社

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 0 0

静岡県 湖西市 湖西市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

静岡県 伊豆市 伊豆市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

静岡県 御前崎市 御前崎市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

静岡県 菊川市 菊川市まち・ひと・しごと創生推進計画 1,309,000 1,000,000 トーシン産業㈱

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)

0 0

静岡県 牧之原市 牧之原市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

静岡県 南伊豆町 南伊豆町まち・ひと・しごと創生推進計画 165,294,140 1,000,000
㈱ウォーターエー
ジェンシー

静岡県 函南町 函南町まち･ひと･しごと創生推進計画 0 0

静岡県 清水町 清水町まち･ひと･しごと創生推進計画 0 0

愛知県 愛知県 愛知県まち・ひと・しごと創生推進計画 7,323,766 2,000,000
野村アセットマネジ
メント㈱

愛知県 豊橋市 豊橋市まち・ひと・しごと創生推進計画 10,200,000 10,200,000 第一生命保険㈱
あいおいニッセイ同和
損害保険㈱

信金中央金庫

愛知県 一宮市 一宮市まち・ひと・しごと創生推進計画 43,099,520 12,000,000 (有)東海ライン
㈱ウォーターエー
ジェンシー

信金中央金庫

愛知県 半田市 半田市まち・ひと・しごと創生推進計画 21,487,801 20,000,000 信金中央金庫

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 0 0



愛知県 豊川市
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）

3,198,329 100,000
あいおいニッセイ同和
損害保険㈱

愛知県 豊川市 豊川市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

愛知県 碧南市 碧南市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

愛知県 刈谷市 刈谷市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

愛知県 豊田市 豊田市まち・ひと・しごと創生推進計画 552,100,000 502,100,000 サンエイ㈱
㈱丸尾計画事務
所

㈱社会システム総
合研究所

㈱三菱ＵＦＪ銀行 その他非公表３社

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 2,999,260 100,000 サンエイ㈱

愛知県 蒲郡市 蒲郡市まち・ひと・しごと創生推進計画 62,160,000 10,000,000 信金中央金庫

愛知県 犬山市 犬山市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

愛知県 常滑市 常滑市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

愛知県 小牧市 小牧市まち・ひと・しごと創生推進計画 55,310,893 10,000,000 信金中央金庫

愛知県 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）

0 0

愛知県 東海市 東海市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

愛知県 大府市 大府市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

愛知県 知多市 知多市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

愛知県 知立市 知立市まち・ひと・しごと創生推進計画 14,461,700 14,000,000 ㈱スギ薬局

愛知県 豊明市 豊明市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

愛知県 日進市 日進市まち・ひと・しごと創生推進計画 31,470,000 1,000,000 非公表１社

愛知県 田原市 田原市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

愛知県 愛西市 愛西市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

愛知県 清須市 清須市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

愛知県 長久手市 長久手市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

愛知県 東浦町 東浦町まち・ひと・しごと創生推進計画 42,079,400 10,683,400 ㈱エーアイディー

愛知県 幸田町 幸田町まち・ひと・しごと創生推進計画 3,423,897 1,000,000 ㈱新朝プレス

愛知県 東栄町 東栄町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

関東化学ホールディ
ングス㈱

㈱ blu owl ㈱スズキ ㈱サイネックス Ｊ－ＳＴＡＲ㈱ 三井不動産㈱
森六ホールディン
グス㈱

エレコム㈱
㈱ハマエンジニア
リング

㈱ADEKA

明成化学工業㈱ 第一生命保険㈱
㈱エムアンドエム
サービス

トヨタファイナンス
㈱

その他非公表３社

三重県 津市 津市まち・ひと・しごと創生推進計画 26,336,200 11,000,000 ㈱宝輪 パナック㈱

三重県 伊勢市 伊勢市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

三重県 松阪市 松阪市まち・ひと・しごと創生推進計画 7,812,089 6,000,000 岡三証券㈱
国分グループ本社
㈱

三重県 鈴鹿市 鈴鹿市ふるさと就職者等雇用支援計画 261,000 261,000 三重コニックス㈱ その他非公表１社

三重県 名張市 名張市まち・ひと・しごと創生推進計画 102,922 100,000 非公表１社

三重県 尾鷲市 尾鷲市まち・ひと・しごと創生推進計画 1,001,000 1,000,000 ㈱徳山商会

三重県 亀山市 亀山市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

三重県 鳥羽市 鳥羽市まち･ひと･しごと創生推進計画 0 0

三重県 熊野市 熊野市まち・ひと・しごと創生推進計画 80,000,000 80,000,000 エレコム㈱ サラヤ㈱

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 27,840,108 2,500,000 非公表２社

三重県 志摩市 志摩市創生総合戦略推進計画 2,300,000 1,300,000
㈱サイネックス・ネッ
トワーク

その他非公表１社

三重県 伊賀市 伊賀市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

三重県 三重県 三重県まち・ひと・しごと創生推進計画 387,850,477 13,162,000



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 5,224,023 0

三重県 明和町 明和町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

三重県 大台町 大台町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

三重県 玉城町 玉城町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

三重県 南伊勢町 年少人口Ｖ字回復プロジェクト 0 0

滋賀県 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 550,249,069 3,000,000 ㈱万代 ㈱ネオス ダイフク㈱

滋賀県 大津市 大津市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画 0 0

滋賀県 彦根市 彦根市まち・ひと・しごと創生推進計画 158,065,000 11,300,000 (有)近江観光 信金中央金庫 ㈱千商
明治安田生命保
険相互会社

滋賀県 長浜市 長浜市まち・ひと・しごと創生推進計画 10,000,000 10,000,000 信金中央金庫

滋賀県 近江八幡市 近江八幡市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

滋賀県 守山市 守山市まち・ひと・しごと創生総合戦略 0 0

滋賀県 栗東市 栗東市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

滋賀県 甲賀市 甲賀市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

滋賀県 東近江市 東近江市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

滋賀県 米原市 企業版ふるさと納税を活用したまち・ひと・しごと米原創生推進計画 0 0

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 18,151,028 10,800,000 白銅㈱ JEJアステージ㈱

滋賀県 愛荘町 愛荘町みらい創生計画 0 0

京都府 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 244,056,670 14,000,000
㈱マナベインテリ
アハーツ

日の出建設㈱ ㈱ディシプリン ㈱アカツキ ㈱インターナカツ ADDReC㈱ エイテックス㈱ ㈱幻冬舎
野村アセットマネジ
メント㈱

その他非公表２社

一般社団法人消
防管理協会

ベルサンテスタッ
フ㈱

日本メンテナスエンジ
ニヤリング㈱

㈱環境総合リサー
チ

大和証券㈱
日本生命保険相
互会社

Ｊサポート㈱ ㈱ケイテイ商会
㈱デルタインターナ
ショナル

花木工業㈱

宇野重工㈱
JRAファシリティー
ズ㈱

㈱すららネット ㈱関東小池 日東薬品工業㈱ ㈱AXSEED 信金中央金庫 ㈱千手 イオン㈱
明治安田生命保
険相互会社

三和産業㈱ イーサポート㈱ ㈱イノセントリリー 大志野産業㈱ ㈱ヨシケイ滋賀 イオンリテール㈱ 三國製薬工業㈱
㈱ルーフタイルグルー
プジャパン

寿精版印刷㈱
その他非公表16
社

京都府 福知山市 福知山市まち・ひと・しごと創生推進計画 142,114,506 5,000,000 タツタ電線㈱

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 50,600,527 22,800,000 日新電機㈱ ㈱伊藤商店 林ベニヤ産業㈱
㈱ゆうホールディ
ングス

㈱ユーピーディー ㈱八木調剤薬局
㈱京都南調剤薬
局

㈱京北調剤薬局 その他非公表２社

京都府 綾部市 綾部市まち・ひと・しごと創生推進計画 10,000,000 10,000,000 非公表１社

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 0 0

京都府 宮津市 宮津市まち・ひと・しごと創生推進計画 10,000,000 10,000,000 信金中央金庫

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 88,612,755 39,000,000 小城製薬㈱ ㈱新朝プレス

京都府 京田辺市 京田辺市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

京都府 京丹後市 京丹後市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 26,350,000 2,000,000
㈱Ｔ・Ｎ・Ｊホール
ディングス

京都府 木津川市 木津川市まち・ひと・しごと創生推進計画 3,200,000 3,000,000 タツタ電線㈱

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 15,642,880 1,000,000 ㈱アミパラ

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 0 0

岸紙工㈱
シンワ設計コンサルタント
㈱ 山本商事㈱ 奈良電力㈱ ㈱シーイーシー 大成開発㈱ (有)永田茶園 ㈱あいや ㈱アストム ㈱伊藤工務店

ホリモク㈱
丸藤シートパイル
㈱

㈱山岡製作所 ㈱エフケイ
㈱永谷園ホール
ディングス

(有)古川商事 東洋印刷㈱

京都府 精華町 企業版ふるさと納税を活用した精華町地域創生推進計画 0 0

京都府 南山城村
企業版ふるさと納税を活用した南山城村まち・ひと・しごと創生推進計
画

11,414,000 10,000,000 ㈱UYEKI

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

918,346,005 116,466,535

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

240,522,700 27,700,000



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 0 0

京都府 伊根町 伊根町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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

0 0

㈱グリーン発電大
分

日新電機㈱ 日鉄建材㈱ 日本フォレスト㈱
医療法人社団有
恒会

㈱アースクリエイト ㈱グリットウェブ 信金中央金庫 ㈲三井商事 ㈲北川溶接

一般社団法人　日本中小企
業金融サポート機構 三井住友建設㈱ ㈱徳島大正銀行 ㈱日本エスコン ホーリーライブ㈱

㈱バンガードロジ
スティクス

㈲北方 ㈱マイゾックス
㈱パークフロント
ホテル

森六ホールディン
グス㈱

㈱高須ホールディ
ングス

京セラコミュニケーショ
ンシステム㈱

㈱イノセントリリー ㈱ジオコード ㈱サンドラッグ その他非公表７社

大阪府 堺市 堺市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 36,535,962 1,000,000
㈱ウォーターエー
ジェンシー

大阪府 岸和田市 岸和田市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

大阪府 池田市 池田市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

大阪府 吹田市 吹田市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

大阪府 高槻市 文化芸術振興による交流促進 3,915,068,797 0

大阪府 貝塚市 貝塚市まち・ひと・しごと創生計画 0 0

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 0 0

大阪府 八尾市 八尾市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

大阪府 泉佐野市 関空立国デスティネーション化推進計画 0 0

大阪府 泉佐野市 泉佐野市まち・ひと・しごと創生推進計画 8,840,438 8,840,438 泰平産業㈱
大黒生コンクリー
ト㈱

㈱戎生コン その他非公表３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 11,500,000 11,500,000
㈱ケイ・エス分析
センター

藤野興業㈱ ㈱紙谷工務店
㈱大阪防水建設
社

医療法人社団季
朋会

医療法人藤井会
㈱サンキメディカ
ル

牧主都市開発㈱ 牧主住宅開発㈱
㈱ウォーターエー
ジェンシー

大阪府 箕面市 箕面市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 24,757,410 558,100
明治安田生命保
険相互会社

大阪府 高石市 高石市まち・ひと・しごと創生推進計画 81,184,718 2,000,000 非公表１社

大阪府 藤井寺市 藤井寺市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

大阪府 泉南市 泉南市まち・ひと・しごと創生計画 0 0

大阪府 四條畷市 四條畷市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

大阪府 島本町 島本町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

大阪府 豊能町 豊能町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

大阪府 能勢町 能勢町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

兵庫県 兵庫県 兵庫県まち・ひと・しごと創生推進計画 4,260,000 400,000 ㈱グリットウェブ
㈱ビートレーディン
グ

一般社団法人　日本中小企
業金融サポート機構 その他非公表１社

上野製薬㈱
大阪広域生コンクリー
ト協同組合

㈱竹中工務店 ㈱日住サービス 大和証券㈱ ㈱マルアイ 兵神機械工業㈱
三菱ＵＦＪモルガン・ス
タンレー証券㈱

㈱大近 アクサス㈱

㈱図書館流通セン
ター

㈱NDS
Matsumoto

大光電機㈱
学校法人阪急学
園

一般財団法人安
藤忠雄文化財団

その他非公表５社

兵庫県 姫路市 ひめじ創生戦略推進計画 83,436,684 22,313,446 イオンリテール㈱
マックスバリュ西
日本㈱

㈱ダイエー
㈱ウォーターエー
ジェンシー

信金中央金庫 ㈱中西製作所 ㈱龍角散 小山㈱

兵庫県 尼崎市 尼崎市まち・ひと・しごと創生推進計画 10,000,000 10,000,000 信金中央金庫

兵庫県 明石市 明石市まち・ひと・しごと創生推進計画 10,100,000 10,000,000 信金中央金庫

兵庫県 西宮市 西宮市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

兵庫県 洲本市 洲本市まち・ひと・しごと創生推進計画 80,000,000 11,000,000 渡辺パイプ㈱ 信金中央金庫

兵庫県 伊丹市 伊丹創生総合戦略推進計画 0 0

兵庫県 豊岡市 豊岡市地方創生推進計画 131,779,874 2,400,000
三精工事サービス
㈱

㈱オフテクス 信和化成㈱ その他非公表１社

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～

17,671,000 700,000 光洋機械産業㈱ ㈱カルティブ その他非公表１社

大阪府 大阪府 大阪府まち・ひと・しごと創生推進計画 2,698,162,785 93,144,181

兵庫県 神戸市 神戸まち・ひと・しごと創生推進計画 287,813,455 61,545,789



兵庫県 西脇市 西脇市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画 102,036,256 2,800,000 ㈱いけうち
㈱関西シー・アイ・シー
研究所

光洋機械産業㈱

兵庫県 宝塚市 夢・未来　たからづか創生総合戦略推進計画 0 0

兵庫県 三木市 三木市まち・ひと・しごと創生推進事業 13,186,000 1,000,000
㈱ウォーターエー
ジェンシー

兵庫県 高砂市 高砂市総合戦略推進計画 0 0

兵庫県 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

62,630,391 0

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 7,586,552 376,328 昭和㈱ その他非公表１社

兵庫県 加西市 加西市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

兵庫県 丹波篠山市 丹波篠山市まち・ひと・しごと創生推進計画 14,474,900 0

兵庫県 養父市 まち・ひと・しごと・ふるさと　養父市創生総合戦略推進計画 3,388,480 3,380,000 ㈱オーク その他非公表１社

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 174,692,000 11,000,000 信金中央金庫
㈱プロフェッショナル・
ネットワークス

兵庫県 南あわじ市 南あわじ市地方創生プロジェクト 13,613,580 3,000,000 ㈱パイオニア 丸山工務店㈱

兵庫県 朝来市 朝来まち・ひと・しごと創生推進計画 5,705,700 2,000,000 四国化工機㈱ その他非公表１社

兵庫県 淡路市 淡路市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

兵庫県 宍粟市 「森林（もり）から創（はじ）まる地域創生」事業 0 0

あいおいニッセイ同和
損害保険㈱

㈱一宮電機 エースコック㈱
㈱共立メンテナン
ス

クミアイ化学工業
㈱

三相電機㈱ ㈱ジェイシーシー ㈱ジャバラ 昭和電工㈱ ㈱清交倶楽部

㈱ダイセル
タキロンシーアイ
㈱

ナガセケムテック
ス㈱

兵庫西農業協同
組合

フジプレアム㈱
㈱ホームセンター
アグロ

佐藤精機㈱ 松垣薬品工業㈱ ハマックス㈱ その他非公表１社

兵庫県 福崎町 福崎町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

兵庫県 神河町 神河町地域創生総合戦略推進計画 0 0

兵庫県 佐用町 佐用町地域創生推進計画 1,708,517 150,000 日進測量㈱

兵庫県 香美町 香美町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

兵庫県 新温泉町 新温泉町地方創生推進計画 0 0

関西防水管理事
業協同組合

ニッタ㈱ 日本たばこ産業㈱
一般社団法人関
西ゴルフ連盟

㈱松屋町の福板
屋

明治安田生命保
険相互会社

第一生命保険㈱ ㈱パズル ㈱奥村組 ㈱グリットウェブ

イオンビッグ㈱
㈱ウォーターエー
ジェンシー

奈良県 奈良市 奈良市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

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 0 0

奈良県 天理市 天理市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

奈良県 橿原市 橿原市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

奈良県 桜井市 桜井市まち・ひと・しごと創生推進計画 11,000,000 10,000,000 信金中央金庫

奈良県 五條市 五條市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

奈良県 御所市 御所市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

奈良県 生駒市 生駒市まち・ひと・しごと創生推進計画 19,588,800 1,000,000
㈱ウォーターエー
ジェンシー

奈良県 香芝市 香芝市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

奈良県 葛城市 葛城市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

奈良県 宇陀市 宇陀市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

奈良県 山添村 やまぞえ未来創生推進計画 0 0

奈良県 平群町 平群町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

奈良県 三郷町 三郷町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

兵庫県 たつの市 たつの市まち未来創生推進計画 38,441,416 5,100,000

奈良県 奈良県 奈良新『都』づくりプロジェクト 36,445,544 9,048,525



奈良県 斑鳩町 斑鳩町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

奈良県 安堵町 安堵町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

奈良県 川西町 川西町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

奈良県 田原本町 田原本町まち・ひと・しごと創生推進計画 45,786,000 1,000,000 明日香運送㈱

奈良県 曽爾村 曽爾村地域イノベーション創生推進計画 0 0

奈良県 御杖村 御杖村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

奈良県 高取町 高取町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

奈良県 明日香村 明日香村まち・ひと・しごと創生推進計画 40,000,000 40,000,000
㈱長谷工コーポ
レーション

奈良県 上牧町 上牧町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

奈良県 王寺町 王寺町創生まちづくり計画 0 0

奈良県 広陵町 広陵町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

奈良県 河合町 河合町街再生計画 1,000,000 1,000,000
合同会社　ヴァレ
イ

奈良県 吉野町 吉野町まち・ひと・しごと創生推進計画 15,261,343 3,000,000 シンコー建材㈱ ヒカリ㈱

奈良県 下市町 下市町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

奈良県 黒滝村 黒滝村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

奈良県 天川村 天川村むらづくり推進事業 0 0

奈良県 野迫川村 野迫川村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

奈良県 十津川村 十津川村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

奈良県 下北山村 下北山村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

奈良県 上北山村 上北山村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

奈良県 川上村 川上村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

和歌山県 和歌山県 わかやま地域の賑わい総合対策プロジェクト 0 0

和歌山県 和歌山県 若者よ！和歌山で働こうプロジェクト 0 0

和歌山県 和歌山県 「わかやまジビエ」の需要拡大推進 0 0

和歌山県 和歌山県
企業版ふるさと納税を活用する民間ロケット発射場を核とした地方創生
事業

0 0

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 123,451,513 12,000,000 泉鋼管工事㈱ 信金中央金庫

和歌山県 和歌山市 関空立国デスティネーション化推進計画 0 0

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 6,527,000 5,100,000 鈴与㈱
一般社団法人一
乃会

セイカ㈱
小椋リビングク
リーン㈱

㈱鳥羽運送 ㈱小池組
㈱なかモーター自
工

紀陽興産㈱ スズキ㈱

和歌山県 海南市 海南市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

和歌山県 橋本市 橋本市まち・ひと・しごと創生推進計画 9,039,085 1,000,000 紀陽興産㈱

和歌山県 有田市 有田市まち・ひと・しごと創生推進計画 1,500,000 1,000,000 紀陽興産㈱

和歌山県 御坊市 御坊市まち・ひと・しごと創生推進計画 2,756,000 1,000,000 紀陽興産㈱

和歌山県 田辺市 田辺市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

和歌山県 新宮市 新宮市まち・ひと・しごと創生推進計画 15,605,007 1,000,000 紀陽興産㈱

和歌山県 紀の川市 関空立国デスティネーション化推進計画 2,604,900 0

和歌山県 紀美野町 紀美野町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0



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 0 0

和歌山県 湯浅町 湯浅町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

和歌山県 広川町 広川町まち・ひと・しごと創生推進計画 1,820,500 1,000,000 紀陽興産㈱

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 2,733,919 1,000,000 紀陽興産㈱

和歌山県 美浜町 美浜町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

和歌山県 日高町 日高町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

和歌山県 由良町 由良町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

和歌山県 日高川町 日高川町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 3,500,000 3,500,000 紀陽興産㈱ その他非公表３社

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 1,000,000 1,000,000 紀陽興産㈱

和歌山県 那智勝浦町
企業版ふるさと納税を活用する民間ロケット発射場を核とした地方創生
事業

0 0

和歌山県 太地町 太地町まち・ひと・しごと創生推進計画 1,741,300 1,000,000 紀陽興産㈱

和歌山県 串本町 串本町まち・ひと・しごと創生推進計画 3,900,000 1,000,000 紀陽興産㈱

一般社団法人消
防管理協会

㈱荒谷建設コンサ
ルタント

日本たばこ産業㈱ 鹿島建設㈱
㈱アイ・オー・プロ
セス

㈱ビートレーディン
グ

㈱グリットウェブ ㈱山陰合同銀行
㈱ＩＤホールディン
グス

㈱高須ホールディ
ングス

明治安田生命保
険相互会社

島根中央信用金
庫

㈱イノセントリリー ㈱アミパラ 日本海信用金庫
野村アセットマネ
ジメント㈱

しまね信用金庫 その他非公表１社

鳥取県 米子市 米子市まちづくりビジョン推進計画 61,561,200 8,000,000 ㈱但馬どり ㈱阿波どり ㈱アミパラ

鳥取県 倉吉市 倉吉市まち・ひと・しごと創生推進計画 10,001,000 10,000,000 信金中央金庫

鳥取県 岩美町 岩美町地域創生推進計画 0 0

鳥取県 智頭町 一人ひとりの人生に寄り添えるまちへ 0 0

鳥取県 湯梨浜町 湯梨浜町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

鳥取県 琴浦町 琴浦町まち・ひと・くらし創生推進計画 4,510,000 4,100,000
ローカルエナジー
㈱

㈱内田洋行 ㈱ケイズ その他非公表１社

鳥取県 日吉津村 日吉津村ふるさと創生推進計画 6,708,359 1,500,000 (有)斎木電気設備 ㈱大協組

鳥取県 大山町 大山町ひと・くらし・しごと創生推進計画 2,946,900 200,000
ローカルエナジー
㈱

鳥取県 南部町 なんぶ創生推進計画 0 0

鳥取県 日南町 日南町まち・ひと・しごと創生推進計画 47,290,000 100,000 ㈱カルティブ

島根県 島根県 「島根創生」を担う若者の人材育成プロジェクト 82,876,668 4,000,000 米子信用金庫 倉吉信用金庫
㈱荒谷建設コンサ
ルタント

日本システム開発
㈱

鳥取信用金庫

島根県 松江市 松江市まち・ひと・しごと創生推進計画 6,206,341 1,000,000 ㈱アミパラ

島根県 浜田市 山村地域の木育推進プロジェクト 2,903,832 2,903,832
合同会社グリーン
パワー金城

島根県 出雲市 出雲市まち・ひと・しごと創生推進計画 16,059,956 10,500,000 富田興業㈱ 信金中央金庫

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 28,488,219 12,500,000 ㈱テライ 大見工業㈱
テラテクノロジー
㈱

島根県 益田市 自転車を活かしたまちづくりプロジェクト 5,006,155 5,000,000 ㈱テライ

島根県 大田市 大田市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

島根県 安来市 安来市まち・ひと・しごと創生推進計画 10,000,000 10,000,000 非公表１社

島根県 江津市 江津市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 12,804,000 3,000,000 ㈱バント
ウチヤマコーポレー
ション㈱

メトロ電気工業㈱

島根県 邑南町 邑南町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 15,000,000 15,000,000 非公表３社

鳥取県 鳥取県 鳥取県令和新時代創生推進計画 314,999,626 18,404,235



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 13,160,400 0

岡山県 岡山県 おかやま創生パワーアッププロジェクト 3,878,634 1,200,000
あいおいニッセイ同和
損害保険㈱

㈱グリットウェブ ㈱シンク

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 6,593,345,571 12,300,000 クラブン㈱
あいおいニッセイ同和
損害保険㈱

信金中央金庫 ㈱シンク その他非公表１社

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 28,473,460 12,100,000
あいおいニッセイ同和
損害保険㈱

信金中央金庫 ㈱アミパラ

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 44,215,000 11,000,000 信金中央金庫 ㈱アミパラ

岡山県 玉野市 たまのまち・ひと・しごと創生推進計画 583,146,604 900,000
あいおいニッセイ同和
損害保険㈱

両備ホールディン
グス㈱

㈱トマト銀行

岡山県 笠岡市 笠岡市まち・ひと・しごと創生推進計画 8,614,531 8,200,000
両備ホールディン
グス㈱

㈱ジェイ・イー・ティ その他非公表１社

岡山県 井原市 井原市まち・ひと・しごと創生推進計画 14,214,297 0

岡山県 総社市 総社市まち・ひと・しごと創生推進計画 45,185,945 12,800,000
あいおいニッセイ同和
損害保険㈱

㈱日橋コンサルタ
ント

信金中央金庫
両備ホールディン
グス㈱

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 1,400,000 1,400,000 日進測量㈱ イーグル工業㈱

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 0 0

岡山県 備前市 備前市まち・ひと・しごと創生推進計画 11,970,000 10,000,000 非公表１社

岡山県 瀬戸内市 瀬戸内市太陽のまち創生推進計画 218,775,991 8,800,000
医療法人社団純
心会

㈱両備システムズ
備前日生信用金
庫

あいおいニッセイ同和
損害保険㈱

瀬戸㈱ ㈱セルティア

岡山県 瀬戸内市
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～

5,300,000 0

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～ 378,400 100,000
あいおいニッセイ同和
損害保険㈱

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～ 674,016 500,000 非公表１社

岡山県 赤磐市
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～

12,064,428 100,000 非公表１社

岡山県 赤磐市 第２期赤磐市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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～

12,451,873 0

岡山県 真庭市 「里山資本主義」真庭の挑戦 1,781,306,405 242,700,000 三菱地所㈱
㈱イシン住宅研究
所

㈱トンボ 服部興業㈱
西日本電信電話
㈱

㈱ハヤブサ その他非公表１社

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 2,000,000 2,000,000
パシフィコ･エナ
ジー㈱

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 4,629,500 700,000
両備ホールディン
グス㈱

岡山県 浅口市 天文のまちあさくちまち・ひと・しごと創生推進計画 4,730,000 1,000,000 明星産商㈱

岡山県 和気町 和気町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

岡山県 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～

17,252,297 0

岡山県 早島町 早島町まち・ひと・しごと創生推進計画 31,944,000 7,000,000 ㈱ソーデン社 ㈱キッカワ
㈱日橋コンサルタ
ント

㈱アクシア

岡山県 矢掛町 矢掛町矢掛高校魅力化推進事業 6,385,639 5,600,000 丸五ゴム工業㈱ ㈱報国電設 ＯＥＣ㈱

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）

6,178,700 3,000,000 明和化学工業㈱
㈱大成コンサルタ
ント

㈱成和測量 ファナテック㈱ ㈱岡山森田ポンプ ㈱ケイズ ㈱五星 ㈱マルイ 東和薬品㈱ その他非公表２社

岡山県 奈義町 奈義町まち・ひと・しごと創生推進計画 859,000 700,000
両備ホールディン
グス㈱

岡山県 西粟倉村 「生きるを楽しむ」むらづくり計画 12,153,693 400,000 精密林業計測㈱
システム・リサーチ
㈱

アジア航測㈱

岡山県 美咲町 美咲町元気なまちづくり計画 0 0

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 20,689,406 100,000 ㈱丸五

岡山県 吉備中央町 吉備中央町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0



広島県 広島県
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～

21,140,872 2,000,000
野村アセットマネジ
メント㈱

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 0 0

(有)ビルドカワカミ ㈱熊野技建
医療法人社団ヤ
マナ会

鹿島建設㈱ 五洋建設㈱ 戸田建設㈱ ㈱フジ ㈱伸友 呉信用金庫 日東製網㈱

山陽建設㈱ アエラクリエイト㈱ ㈱ザイエンス ㈱ダイクレ
西日本リネンサプ
ライ㈱

㈱サタケ
㈱ヨンドシーホール
ディングス

㈱ウッドワン 大和建設㈱ カルビー㈱

㈱福山臨床検査
センター

㈱博報堂 ㈱白鳳堂 ㈱横山建設
損害保険ジャパン
㈱

㈱日本製鋼所 テラル㈱ ＮＳウエスト㈱ 大同生命保険㈱
エヌ・ティ・ティ都市
開発㈱

フマキラー㈱ マツダ㈱ ㈱　アミパラ 中國計器工業㈱ その他非公表２社

広島県 呉市 呉市まち・ひと・しごと創生推進計画 3,887,979,000 300,000 非公表１社

広島県 竹原市 竹原市まち・ひと・しごと創生推進計画 5,100,000 5,100,000 非公表２社

広島県 三原市 三原市まち・ひと・しごと創生推進計画 185,984,528 3,000,000 ㈱シャロンテック

広島県 尾道市 尾道市子どもの居場所創出プロジェクト 16,653,163 5,100,000 ㈱オガワエコノス その他非公表１社

広島県 尾道市 尾道市まち・ひと・しごと創生推進計画 30,680,400 5,300,000 ㈱オガワエコノス その他非公表１社

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～ 369,557,390 12,200,000 JFEプラリソース㈱ ㈱オガワエコノス ㈱　アミパラ
あいおいニッセイ同和
損害保険㈱

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 10,053,267 0

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～

0 0

広島県 三次市 三次市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

広島県 庄原市 庄原市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 22,956,550 11,100,000 ㈱藤崎商会
楠原壜罐詰工業
㈱

社会保険労務士
法人たんぽぽ会

広島県 府中町 府中町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 130,796,550 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 28,343,999 1,000,000
㈱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 23,000,000 0

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 5,288,979 1,300,000 協栄電気工業㈱ 錦建設㈱

広島県 北広島町 北広島町まち・ひと・しごと創生推進計画 77,253,438 25,600,000
㈱大広エンジニア
リング

ゼネラルスチール
㈱

姫路環境開発㈱
広島アルミニウム
工業㈱

㈱やまびこ
㈱タカキベーカ
リー

あいおいニッセイ同和
損害保険㈱

その他非公表３社

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 1,500,000 1,500,000 非公表１社

広島県 神石高原町 神石高原町まち・ひと・しごと創生推進計画 4,000,000 4,000,000 不二船舶工業(有)
㈱エブリイホーミイ
ホールディングス

㈱荒谷建設コンサ
ルタント

日本たばこ産業㈱ 鹿島建設㈱
中電技術コンサル
タント㈱

㈱フレスタ
明治安田生命保
険相互会社

ホンダ販売労働組
合

公益財団法人毎日新聞
西部社会事業団

中国電力ネット
ワーク㈱

共英製鋼㈱

㈱イノセントリリー ㈱　アミパラ 太陽石油㈱ その他非公表３社

山口県 下関市 下関市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 3,061,300 100,000 ㈱満盛

山口県 山口市 山口市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山口県 萩市 雇用・就業環境改革総合強化計画 2,556,202 100,000 非公表１社

山口県 萩市 萩市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山口県 下松市 下松市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山口県 岩国市 岩国市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山口県 光市 光市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山口県 長門市 長門市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山口県 柳井市 柳井市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山口県 美祢市 美祢市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 3,578,769,600 581,650,000

山口県 山口県 山口県まち・ひと・しごと創生推進計画 85,072,000 22,540,893



山口県 周南市 周南市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

山口県 和木町 和木町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山口県 上関町 上関町まち・ひと・しごと創生推進計画 6,021,150 1,000,000 非公表１社

山口県 田布施町 田布施町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

山口県 阿武町 阿武町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

㈱ダイフジ ㈱ソフィア
大阪センコー運輸
㈱

阿南電機㈱ ㈱リック 東西化学産業㈱ マコト商事㈱ 伊坂電気㈱ ㈱大和産業 ㈱モリウヱ

グッドヒル㈱ ㈱ハンワ 近藤化学工業㈱
エクスポート・ジャ
パン㈱

㈱リブドゥコーポ
レーション

㈱阪奈富士システ
ム

東ビルエンタープ
ライズ㈱

㈱協同医薬研究
所

㈱玉善 ㈱テレコメディア

㈱シーミュージック
第一エネルギー設
備㈱

㈱中央住宅 ㈱メディアドゥ
ポラスマイホーム
プラザ㈱

徳島県 徳島市 徳島市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

徳島県 鳴門市 なると未来づくり計画 4,141,205 3,000,000 非公表１社

徳島県 小松島市 小松島市まち・ひと・しごと創生推進計画 971,426,592 600,000 徳永鉄建㈱ その他非公表１社

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 10,000,000 10,000,000 信金中央金庫

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 16,500,000 800,000
㈱松本コンサルタ
ント

その他非公表１社

徳島県 阿波市 阿波市まち・ひと・しごと創生推進計画 1,237,500 1,000,000 ㈱誠和

徳島県 美馬市 美馬市まち・ひと・しごと創生推進計画 20,600,000 600,000 ㈱南海ＭＪＥ 喜多機械産業㈱

徳島県 上勝町 上勝町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 5,000,000 5,000,000 松山油脂㈱

徳島県 神山町 神山町まち・ひと・しごと創生推進計画 206,000,000 205,000,000 ㈱アカツキ
スパークス・グ
ループ㈱

㈱LITALICO
さくらインターネッ
ト㈱

㈱JMDC

徳島県 那賀町 那賀町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 6,397,880 5,200,000
㈱トクスイコーポ
レーション

喜多機械産業㈱

徳島県 海陽町 海陽町まち・ひと・しごと創生推進計画 2,736,800 1,350,000 喜多機械産業㈱ ㈱わんわん
㈱松本コンサルタ
ント

その他非公表１社

徳島県 藍住町 藍住町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

徳島県 上板町 上板町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

香川県 香川県 第２期かがわ創生総合戦略推進計画 0 0

香川県 高松市 たかまつ創生総合戦略推進計画 0 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」 1,380,033 0

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 2,283,256 2,000,000 ㈱アミパラ その他非公表１社

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 21,637,877 2,000,000 ㈱石垣

香川県 善通寺市 第２期善通寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画 0 0

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 10,015,000 10,000,000 信金中央金庫

香川県 さぬき市 さぬき市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

香川県 三豊市 第２期三豊市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画 0 0

香川県 土庄町 土庄町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画 0 0

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 0 0

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 0 0

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 0 0

徳島県 徳島県 徳島県まち・ひと・しごと創生推進計画 1,031,555,333 130,600,000



香川県 多度津町 たどつの輝き創生総合戦略推進計画 0 0

香川県 まんのう町 まんのう町第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画 0 0

愛媛県 愛媛県 愛媛県まち・ひと・しごと創生推進計画 88,617,005 2,200,000
㈱ビートレーディン
グ

㈱グリットウェブ
野村アセットマネジ
メント㈱

愛媛県 松山市 松山市まち・ひと・しごと創生推進計画 203,270,618 12,100,000
㈱ MAKE LOL
JAPAN

㈱ビートレーディン
グ

信金中央金庫 ㈱アミパラ

愛媛県 今治市 今治市まち・ひと・しごと創生推進計画 63,000,000 63,000,000
明治安田生命保
険相互会社

東京センチュリー
㈱

三浦工業㈱

愛媛県 宇和島市 宇和島市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

愛媛県 八幡浜市 八幡浜市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

愛媛県 新居浜市 新居浜市まち・ひと・しごと創生推進計画 815,321,640 11,000,000 信金中央金庫
㈱ウォーターエー
ジェンシー

愛媛県 西条市 四国西部エリア戦略型観光サービス創出事業 94,515,698 2,000,000 ㈱クラレ

愛媛県 西条市 西条市まち・ひと・しごと創生推進計画 23,345,000 20,900,000 東予信用金庫
住友重機械イオンテク
ノロジー㈱

㈱アドバンテック

愛媛県 大洲市 大洲市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

愛媛県 四国中央市 市民のしあわせづくり応援計画 8,467,000 8,467,000 信金中央金庫

愛媛県 西予市 西予市まち・ひと・しごと創生推進計画 9,113,000 3,000,000 非公表１社

愛媛県 東温市 東温市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

愛媛県 久万高原町 四国西部エリア戦略型観光サービス創出事業 0 0

愛媛県 砥部町 砥部町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

愛媛県 内子町 内子町まち・ひと・しごと創生推進計画 1,000,000 1,000,000 シン・エナジー㈱

愛媛県 伊方町 伊方町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

愛媛県 松野町 松野町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

高知県 高知県 高知県まち・ひと・しごと創生総合戦略 2,060,963,217 21,300,000
㈱sooupコンサル
ティング

㈱ウォーターエー
ジェンシー

㈱セブンスカイ
プロパティエージェ
ント㈱

㈱アミパラ その他非公表３社

高知県 高知市 高知市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

高知県 室戸市 室戸ここＫＡＲＡＤＡプロジェクト 14,055,470 300,000 赤穂化成㈱

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 0 0

高知県 南国市 南国市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 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 6,206,555 1,000,000 非公表１社

高知県 須崎市 須崎市まち・ひと・しごと創生推進計画 113,268,487 60,500,000 ㈱アステップ 高知信用金庫

高知県 宿毛市 宿毛市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

高知県 四万十市 四万十市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

高知県 香美市 香美市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

高知県 東洋町 東洋町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

高知県 田野町 田野町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

高知県 馬路村 馬路村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

高知県 本山町 本山町ひと・しごと・まち創生推進計画 0 0

高知県 大豊町 大豊町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

高知県 土佐町 SDGsと住民幸福度に基づく土佐町まち・ひと・しごと創生推進計画 8,750,000 300,000 非公表１社

高知県 大川村 大川村400人の地域振興プロジェクト 20,041,000 1,700,000 ㈱高陽堂印刷 ㈱シンゲン (有)四国消防機材 ㈱セルティア その他非公表１社

高知県 大川村 四国西部エリア戦略型観光サービス創出事業 0 0



高知県 いの町 四国西部エリア戦略型観光サービス創出事業 0 0

高知県 いの町 いの町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

高知県 中土佐町 中土佐町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

高知県 佐川町 佐川町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

高知県 越知町 越知町まち・ひと・しごと創生計画 0 0

高知県 梼原町 梼原町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

高知県 日高村 日高村まち・ひと・しごと創生計画 69,600,000 69,600,000 ㈱VSN その他非公表１社

高知県 大月町 大月町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

高知県 三原村 三原村地方創生計画 0 0

㈱エイト日本技術
開発

キューアンドエー
㈱

岸本無線工業㈱ 一般社団法人　日本中小企
業金融サポート機構

㈱高須ホールディ
ングス

㈱ビートレーディン
グ

㈱日本生物製剤 ㈱イノセントリリー 建設塗装工業㈱
野村アセットマネ
ジメント㈱

その他非公表３社

福岡県 北九州市 北九州市まち・ひと・しごと創生推進計画 22,907,455 22,150,000
ISBマーケティング
㈱

JRAファシリティー
ズ㈱

信金中央金庫 その他非公表１社

福岡県 福岡市 福岡市まち・ひと・しごと創生推進計画 14,744,848 1,000,000 非公表１社

三井金属鉱業㈱ ㈱日立ハイテク 帝人㈱
㈱三井三池製作
所

天龍製鋸㈱ ㈱山本工作所 関東化学㈱ ㈱イズミ ㈱マルハン
㈱エスウェルエナ
ジー

㈱グッデイ 信金中央金庫 その他非公表３社

福岡県 久留米市 久留米市まち・ひと・しごと創生推進計画 260,230,954 27,700,000 一般社団法人　日本中小企
業金融サポート機構 信金中央金庫 ㈱福岡リアルティ

㈱グローバルエンジニ
アリング

㈱日本生物製剤 その他非公表２社

福岡県 飯塚市 飯塚市まち・ひと・しごと創生推進計画 131,549,669 12,000,000 ㈱グッデイ シフトプラス㈱

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 26,524,000 0

福岡県 田川市 田川市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

福岡県 柳川市 柳川市まち・ひと・しごと創生総合戦略 0 0

福岡県 筑後市 筑後市まち・ひと・しごと創生推進計画 21,615,000 2,000,000 ローム・アポロ㈱ 共和電子㈱
行政システム九州
㈱

㈱アクティオ
㈱佐賀電算セン
ター

その他非公表１社

福岡県 大川市 大川市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

福岡県 豊前市 外国人生活基盤支援事業 1,196,188 0

福岡県 豊前市 豊前ジビエ販売促進計画～「負」を「富」の連鎖に！ 4,947,142 2,000,000
(有)アクアライフ
サービス

ナチュルダ・インター
ナショナル㈱

福岡県 豊前市 豊前市まち・ひと・しごと創生推進計画 20,000,000 20,000,000 大分製紙㈱
豊前バイオマスセ
ンター㈱

福岡県 小郡市 小郡市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

福岡県 春日市 春日市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 133,605,959 0

福岡県 宗像市 宗像市まち・ひと・しごと創生推進計画 29,942,932 12,397,820 ㈱湖池屋
㈱店舖プランニン
グ

その他非公表１社

福岡県 うきは市
お墓でフルーツ狩りが楽しめる！うきはの屋形古墳群整備＆賑わい創
出プロジェクト

33,283,000 0

福岡県 宮若市 宮若市まち・ひと・しごと創生推進計画 1,090,554,000 17,300,000 ㈱福岡リアルティ
㈱トライアルカン
パニー

福岡県 嘉麻市 嘉麻市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

福岡県 朝倉市 朝倉市まち・ひと・しごと創生推進計画 3,701,033 1,000,000 ㈱へいせい その他非公表４社

福岡県 須恵町 須恵町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

福岡県 大木町 大木町まち・ひと・しごと創生推進計画 1,527,000 1,000,000
みやまパワーHD
㈱

福岡県 広川町 広川町まち・ひと・しごと創生推進計画 22,941,607 3,550,000 ㈱ＮＩＴＴＯ ㈱ウシジマ
(有)八女浄化槽管
理センター

医療法人コミュノ
テ風と虹

㈱倉重ポンプ商会
日之出紙器工業
㈱

その他非公表１社

福岡県 香春町 香春町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

福岡県 大任町 大任町まち・ひと・しごと創生地域再生計画 0 0

福岡県 福岡県 福岡県まち・ひと・しごと創生推進計画 435,000,000 13,804,235

福岡県 大牟田市 大牟田市まち・ひと・しごと創生推進計画 583,512,000 68,800,000



福岡県 赤村 あか村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

福岡県 福智町 福智町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

福岡県 みやこ町 みやこ町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

福岡県 吉富町 吉富町まち・ひと・しごと創生推進計画 10,000,000 10,000,000
ASAHI POSIST-1
㈱

福岡県 上毛町 上毛町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

佐賀県 佐賀県 佐賀県まち・ひと・しごと創生推進計画 4,192,889,194 13,000,000 一般財団法人クリステル・
ヴィ・アンサンブル

セゾン自動車火災
保険㈱

㈱キーワードマーケ
ティング

㈱ビートレーディン
グ

㈱グリットウェブ
㈱岩田産業グループホー
ルディングス

㈱ワークヴィジョン
ズ

東京戸上電機販
売㈱

㈱梓設計

佐賀県 佐賀市 佐賀市まち・ひと・しごと創生推進計画 357,095,246 14,100,000 医療法人　直心会
ゼネラルヒートポ
ンプ工業㈱

㈱ワークヴィジョン
ズ

信金中央金庫
㈱エネクスライフ
サービス

佐賀県 唐津市 唐津市まち・ひと・しごと創生推進計画 13,998,000 5,000,000 九州発電㈱

佐賀県 鳥栖市 “鳥栖発”創生推進プロジェクト 8,789,000 400,000
㈱シーエックス
カーゴ

その他非公表１社

佐賀県 多久市 多久市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

佐賀県 伊万里市 伊万里市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

佐賀県 武雄市 武雄市まち・ひと・しごと創生推進計画 153,557,761 5,000,000 ㈱宮園電工

佐賀県 鹿島市 鹿島市まち・ひと・しごと創生推進計画 6,000,000 5,000,000 ㈱岡田電機

佐賀県 小城市 小城市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

佐賀県 嬉野市 嬉野市まち・ひと・しごと創生推進計画 5,093,000 5,000,000 非公表１社

佐賀県 神埼市 神埼市まち・ひと・しごと創生推進計画 500,000 500,000 非公表１社

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 0 0

佐賀県 基山町 基山町まち・ひと・しごと創生推進計画 19,797,044 2,250,000 ㈱マツコー
㈱シー・ディー・エ
フ

日本タングステン
㈱

㈱丸宗ミート 廣田商事㈱ ㈱ミズ ㈱坂口組 その他非公表１社

佐賀県 上峰町 上峰町まち・ひと・しごと創生寄附活用計画 0 0

㈱栗山建設 ㈱野口機工建設
日之出水道機器
㈱

㈱G-stage ㈱プレースホーム
NHPソリューション
㈱

㈱伸晃建設 ㈱くりやま
㈱プロフェッショナル・
ネットワークス

ユーミーコーポ
レーション㈱

㈱ケイ・エスゴルフ
ガーデン

㈱マルコ ㈱大島産業 SiR㈱ ㈱ミゾタ ㈱サガテレビ その他非公表３社

佐賀県 玄海町 玄海町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

佐賀県 有田町 有田町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 0 0

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 0 0

佐賀県 白石町 白石町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

佐賀県 太良町 太良町まち・ひと・しごと創生推進計画 1,078,000 1,000,000 ㈱小笠原

㈱ハタテック 大垣精工㈱ ㈱ナカガワ ㈱ネオス
(有)ファスニング
機工

住友商事九州㈱ ㈱ニーズウェル ㈱グリットウェブ
㈱ビートレーディン
グ

㈱ナカタ・マックコーポ
レーション

東亜建設技術㈱
㈱デンソーウェー
ブ

㈱ツジデン
オリックス生命保
険㈱

伸和コントロール
ズ㈱

チューリッヒ・インシュアラン
ス・カンパニー・リミテッド ㈱カネミツ

㈱岩田産業グループ
ホールディングス

林兼石油㈱
アリアケジャパン
㈱

㈱安井建築設計
事務所

㈱日本ピーエス 久原建築総合㈱
㈱ハマエンジニア
リング

㈱シーエーシー
トヨタエルアンドエフ
福岡㈱

ＮＨＳインシュアランス
グループ㈱

㈱石原和幸デザイ
ン研究所

ソニーセミコンダクタマニュ
ファクチャリング㈱ ㈱越前屋

その他非公表１社

長崎県 長崎市 長崎市まち・ひと・しごと創生推進計画 219,619,000 5,100,000 ㈱山下PMC
㈱コーポレート・イノ
ベーション

東光電気工事㈱ ㈱大島造船所 一般社団法人　日本中小企
業金融サポート機構

チューリッヒ・インシュアラン
ス・カンパニー・リミテッド ㈱カネミツ 林兼石油㈱

長崎県 佐世保市 佐世保市まち・ひと・しごと創生推進計画 1,226,000 1,000,000 ㈱　アミパラ

長崎県 島原市 島原魅力アップ計画 0 0

長崎県 諫早市 諫早市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

長崎県 大村市 大村市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 1,000,000 150,000
明治安田生命保
険相互会社

長崎県 松浦市 松浦市まち・ひと・しごと創生推進計画 17,792,660 1,300,000 (有)光穂商事 田中運輸㈱ ㈱八光設計
㈱新建築設計事
務所

㈱松葉屋
㈱小出速記事務
所

その他非公表１社

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 50,800,800 50,800,000

長崎県 長崎県 長崎県まち・ひと・しごと創生推進計画 628,643,813 31,800,000



長崎県 対馬市 対馬市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 869,733 0

長崎県 壱岐市 壱岐市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

長崎県 五島市 五島市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

長崎県 西海市 西海市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

長崎県 雲仙市 雲仙市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

長崎県 長与町 長与町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

長星安全産業㈱ 東亜建設技術㈱ 五島技建工業㈱
㈱重野設計事務
所

㈱協環 協和機電工業㈱ 長崎電建工業㈱ その他非公表５社

長崎県 東彼杵町 東彼杵町まち･ひと･しごと創生推進計画 0 0

長崎県 川棚町 川棚町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

長崎県 波佐見町 波佐見町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 14,533,200 700,000 ㈱ODA建設
一般社団法人み
つめる旅

(有)吉田自動車

日本無線㈱ ㈱ヤマダフーズ (有)タイセイ通信 ㈱並木商会 富士建築設備㈱
㈱トレードタックスウェ
ストジャパン

日本電気㈱ 大東港運㈱
千歳市環境整備
事業協同組合

ユニインターネット
ラボ㈱

㈱鹿児島銀行 ㈱カンパニュラ 日立造船㈱
(有)ファスニング
機工

㈱グリットウェブ (有)共栄工業
トランス・コスモス
㈱

信金中央金庫
㈱シナップス・ジャ
パン

㈱高須ホールディ
ングス

㈱ケーネス
㈱岩田産業グループ
ホールディングス

㈱ジャパンユニッ
クス

㈱福岡銀行
西部ガスリビング
㈱

イオン九州㈱ ㈱ダイエー その他非公表７社

熊本県 熊本市 熊本市しごと・ひと・まち創生推進計画 85,739,000 5,100,000
㈱ピーズカンパ
ニー

㈱福岡リアルティ

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 41,018,627 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 30,187,308 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 30,000,000 0

熊本県 八代市 八代市総合戦略推進計画 37,440,000 11,300,000 ㈱イズミ
㈱お金の家庭教
師

㈱サイバーレコー
ド

イートラスト㈱

熊本県 八代市 八代市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

熊本県 人吉市
みんなが幸せを感じるまち。ずっと住み続けたいまち。ひとよしプロジェ
クト

30,500,000 30,500,000
㈱サイバーレコー
ド

南国殖産㈱ ㈱藤田商店
一般社団法人 熊本県メン
テナンス協会 ㈱SANOU TEC ㈱山王警備 ㈱SYSKEN 信金中央金庫

熊本県 荒尾市 荒尾市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

熊本県 宇土市 宇土市まち・ひと・しごと創生推進計画 2,898,500 300,000
三共コンサルタン
ト㈱

熊本県 上天草市 上天草市まちひとしごと創生推進計画 0 0

熊本県 宇城市 宇城市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

熊本県 天草市 天草市まち・ひと・しごと創生推進計画 57,259,206 10,000,000 信金中央金庫

熊本県 合志市 合志市まち・ひと・しごと創生推進計画 1,439,000 1,000,000 非公表１社

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 0 0

熊本県 美里町 美里町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

熊本県 南関町 南関町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

熊本県 長洲町 長洲町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

熊本県 大津町 大津町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

熊本県 小国町 小国町まち・ひと・しごと創生推進計画 17,912,667 1,100,000 スズカ電工㈱ アステリア㈱

熊本県 産山村 産山村むら・ひと・しごと創生推進計画 0 0

熊本県 高森町 高森まち・ひと・しごと創生推進計画 147,600,000 147,600,000 ㈱コアミックス
ジャパン・リニューアブ
ル・エナジー㈱

SMFLみらいパート
ナーズ㈱

長崎県 時津町 時津町まち・ひと・しごと創生推進計画 40,733,400 4,300,000

熊本県 熊本県 熊本県まち・ひと・しごと創生推進計画 540,776,989 162,468,134



熊本県 御船町 みふね移住促進×観光交流プロジェクト 759,152 0

熊本県 御船町 御船町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

熊本県 益城町 益城町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

熊本県 山都町 山都町まち・ひと・しごと創生推進計画 30,000,000 30,000,000
エネルギープロダ
クト㈱

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 852,019 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 1,349,000 0

熊本県 氷川町 氷川町まち・ひと・しごと創生推進計画 25,210,100 1,100,000
元旦ビューティ工
業㈱

火乃国食品工業
㈱

火乃国商事㈱

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 5,957,523 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 4,499,750 0

熊本県 芦北町 芦北町まち・ひと・しごと創生推進計画 26,152,000 3,000,000 ㈱時雨堂 ㈱京浜サプライズ 南興建設㈱

熊本県 錦町 にしき・まち・ひと・しごと創生推進事業 72,007,067 1,700,000 ㈱カルティブ ㈱ SANOU TEC ㈱山王警備
㈱Select Of
Future

税理士法人入江
会計事務所

熊本県 湯前町 湯前町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

熊本県 水上村 水上村まち・ひと・しごと創生推進計画 10,300,000 10,300,000 ㈱ガット
㈱Select Of
Future

㈱ルーフタイルグルー
プジャパン

ユナイテッドトヨタ
熊本㈱

熊本県 相良村 相良村まち・ひと・しごと創生推進事業 0 0

熊本県 五木村 五木村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

熊本県 山江村 山江村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

熊本県 球磨村 第二次球磨村の未来を担う人材確保事業 605,000 605,000
㈱リクロスエクスパ
ンション

熊本県 あさぎり町 あさぎり町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

大分県 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 39,099,964 17,820,000
(有)ファスニング
機工

㈱岩田産業グループホー
ルディングス その他非公表１社

大分県 大分市 第２期大分市総合戦略推進計画 228,443,875 1,100,000 ㈱ネオス ㈱福岡リアルティ

大分県 別府市 別府市まち・ひと・しごと創生推進事業 0 0

大分県 中津市 中津市まち・ひと・しごと創生推進計画 11,384,271 100,000
あいおいニッセイ同
和損害保険㈱

大分県 日田市 日田市若者定住応援プロジェクト 0 0

大分県 佐伯市 佐伯市まち・ひと・しごと創生推進計画 141,159,525 14,150,000 ㈱ナガワ
西日本コンサルタ
ント㈱

㈱オータニ漢方薬
局

江藤産業㈱ 三島鐵工㈱
イーレックスニューエ
ナジー佐伯㈱

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 0 0

大分県 津久見市 津久見市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

大分県 竹田市 第２期竹田市地方創生ＴＯＰ総合戦略推進計画 38,273,678 8,950,000 夢つむぎ㈱ ミタス㈱ 森田建設㈱ ㈱千代田組
特定非営利活動
法人夢つむぎ

㈱日本ケアコミュニ
ケーションズ

㈱支

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」

0 0

大分県 杵築市 杵築市まち・ひと・しごと創生推進計画 12,028,855 11,300,000
東亜コンサルタン
ト㈱

川田建設㈱
中山リサイクル産
業㈱

明治安田生命保
険相互会社

㈱龍角散 その他非公表１社

大分県 宇佐市 第２期宇佐市版総合戦略推進計画 1,877,065 100,000 非公表１社

大分県 由布市 由布市まち・ひと・しごと創生推進計画 52,340,935 1,000,000 非公表１社

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 6,929,000 5,100,000 ㈱カーアジャスト ㈱京都製作所

大分県 日出町 第２期日出町創生総合戦略推進計画 0 0

大分県 九重町 第２期九重町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画 0 0

大分県 玖珠町 第２期玖珠町総合戦略推進計画 0 0

大分県 玖珠町 第２期玖珠町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画 0 0

宮崎県 宮崎県 未来みやざき創造プラン推進計画 32,171,229 21,050,000 松野工業㈱
イー・アンド・エム
㈱

㈱みつばシステム
㈱ビートレーディン
グ

(有)ファスニング
機工

㈱岩田産業グループホー
ルディングス

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 500,000 100,000 非公表１社



宮崎県 都城市 都城市まち・ひと・しごと創生推進計画 1,283,450 1,000,000 ㈱Donuts

宮崎県 日南市 日南市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

宮崎県 小林市 第２期てなんど小林総合戦略推進計画 74,263,594 4,000,000 文化シヤッター㈱ ㈱内田洋行
おおすみ半島スマート
エネルギー㈱

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 0 0

宮崎県 日向市 元気な日向市未来創造プロジェクト 0 0

宮崎県 西都市 西都市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

宮崎県 えびの市 えびの市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

宮崎県 三股町 三股町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

宮崎県 国富町 国富町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

宮崎県 綾町 綾町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

宮崎県 新富町 新富町交通手段の拡充整備事業 15,018,766 13,800,000
ネッツトヨタヒムカ
㈱

ネッツトヨタ宮崎㈱
トヨタカローラ宮崎
㈱

宮崎トヨタ自動車
㈱

宮崎県 新富町 新富町まち・ひと・しごと創生総合戦略事業 12,154,935 12,150,000 米良電機産業㈱ ㈱共立電照
㈱シンセイマシナ
リー

㈱ユーワホームズ
明治安田生命保
険相互会社

㈱デンサン

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 4,000,000 4,000,000 ㈱ハナビヤ・ラボ ㈱丸誠電器 その他非公表２社

宮崎県 川南町 令和かわみなみ新開拓プロジェクト 26,824,340 3,200,000 ㈱丸誠電器 宮崎瓦斯㈱ その他非公表１社

宮崎県 都農町 都農町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

宮崎県 椎葉村 椎葉村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

㈱アップス
㈱長田建築企画
設計事務所

㈱イワハラ ㈱アブニール ㈱大興不動産 ㈱創建
㈱花菱塗装技研
工業

(有)花菱精板工業 ㈱バディ 三桜電設㈱

西部電気工業㈱ 大正測量設計㈱
㈱南日本環境セン
ター

その他非公表５社

宮崎県 日之影町 日之影町まち・ひと・しごと創生推進計画 316,166,000 2,000,000 森塗装㈱ ㈱丸誠電器

日本たばこ産業㈱ ㈱肥後銀行 一般社団法人　日本中小企
業金融サポート機構

(有)ファスニング
機工

㈱リンク・トラスト
㈱グリーンユー
ティリティー

㈱高須ホールディ
ングス

㈱岩田産業グループホール
ディングス ㈱イノセントリリー ㈱宮崎銀行

その他非公表２社

信金中央金庫 ㈱福岡リアルティ
㈱ビートレーディン
グ

東京コンピュータシス
テム㈱

ＧＭＯペパボ㈱
㈱プライムアシス
タンス

㈱高須ホールディ
ングス

㈱桜寿食品 ㈱ゆう屋 ㈱ヒコシマリン

㈱クレストレード ㈱ＥＣＣ
㈱サニクリーン九
州

明治安田生命保
険相互会社

鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

鹿児島県 阿久根市 寺島宗則旧家保存活用プロジェクト 5,060,619 300,000 ㈱鹿児島ＧＨＰ 医療法人　鹿甲会

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 0 0

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 69,230,000 7,300,000 (有)阪和冷熱
㈱ジャパンユニッ
クス

鹿児島県 出水市 出水市まち・ひと・しごと創生推進計画 4,000,000 3,000,000
㈱ジャパンユニッ
クス

鹿児島県 指宿市 指宿市まち・ひと・しごと創生推進計画 745,086,000 12,600,000 ㈱三陽 内田工業㈱ (有)ハヤト工業 (有)美原農場
㈱久永コンサルタ
ント

東洋グリーン㈱
㈱サンケイグリー
ン

㈱新日本科学

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 9,995,000 100,000 非公表１社

鹿児島県 垂水市 垂水市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

税理士法人エクラコン
サルティング

㈱鹿児島銀行 ㈱ホープ精工 芝浦電子工業㈱
鹿児島菅公学生
服㈱

㈱南給 南国殖産 ㈱ ㈱アルナ 備後漬物㈱ 信和精工㈱

その他非公表４社

鹿児島県 日置市 日置市まち・ひと・しごと創生推進計画 20,333,276 11,400,000 ㈱鹿児島銀行
㈱九州経済研究
所

大福コンサルタン
ト㈱

インターマン㈱ ㈱大成ホーム 中央ロード工業㈱
㈱武元順壱アトリ
エサンク

平和リース㈱

鹿児島県 曽於市 曽於市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

鹿児島県 霧島市 霧島市ふるさと創生推進計画 0 0

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 13,737,980 1,300,000 シン・エナジー㈱ オフィスメーカー㈱

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 3,750,000 2,000,000 ㈱鹿児島銀行 ㈱田代設計工房

宮崎県 美郷町 美郷町まち・ひと・しごと創生推進計画 15,963,272 14,500,000

鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県まち・ひと・しごと創生推進計画 453,962,702 119,113,235

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 52,238,976 43,900,000

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 94,600,673 60,930,000



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 0 0

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 46,188,840 2,200,000 外山木材㈱ ＬＲ㈱ 白水興産㈱

鹿児島県 奄美市 奄美市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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計画 278,334,000 1,200,000 カワサキ機工㈱ ㈱イリオス通商
農事組合法人岩
戸牧場

鹿児島県 姶良市 姶良市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

㈱ひおき 拓摩工業(有) 竹山建設㈱ ㈱南防 ㈱沖新船舶工業 ㈱永代建設
㈱三水技術コンサ
ルタント

㈱鹿児島環境測定
分析センター

㈱前田建設 中川運輸㈱

㈱勇晃建設
㈱アリマコーポ
レーション

永田重機土木　㈱ 鹿児島船用品　㈱ 市田兄弟土木㈱
三州技術コンサル
タント　㈱

㈱日本地下技術
鹿児島ドック鉄工
㈱

㈱ヨコハマ工販
㈱建設技術コンサ
ルタンツ

㈱森山（清）組 葉月工業㈱ マルセ工販㈱ ㈱ニットク ㈱鹿児島有恒社 ㈱三反田設計

鹿児島県 湧水町 湧水町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

鹿児島県 大崎町 大崎町ＳＤＧｓ推進計画 0 0

鹿児島県 錦江町 錦江町『ＭＩＲＡＩ』づくりプロジェクト推進計画 2,350,000 2,000,000
おおすみ半島スマートエ
ネルギー㈱

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 11,188,000 5,000,000 九州発電㈱

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 31,900,000 15,950,000
グリーンシティこば
やし㈱

九州発電㈱ ㈱鹿児島銀行

鹿児島県 肝付町 肝付町まち・ひと・しごと創生推進事業 6,764,255 1,550,000 九州発電㈱ ㈱内田洋行

鹿児島県 南種子町 宇宙・歴史・文化　みなみたね総合戦略推進計画 0 0

鹿児島県 大和村 大和村まち・ひと・しごと創生推進事業 0 0

鹿児島県 瀬戸内町 瀬戸内町まち・ひと・しごと創生推進計画 4,515,680 300,000 大阪サニタリー㈱

鹿児島県 喜界町 第２期喜界町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

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 3,500,000 3,500,000 非公表１社

鹿児島県 天城町 天城町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

鹿児島県 伊仙町 伊仙町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

鹿児島県 和泊町 笑顔つなぐまち・ひと・しごと創生 20,000,000 20,000,000
鹿児島トヨタ自動
車㈱

㈱鹿児島銀行

沖縄県 沖縄県 沖縄県２１世紀ビジョンゆがふしまづくり計画 1,000,000 1,000,000
野村アセットマネ
ジメント㈱

沖縄県 那覇市 那覇市まち・ひと・しごと創生推進計画 1,162,196,378 250,000
明治安田生命保
険相互会社

㈱福岡リアルティ

沖縄県 宜野湾市 宜野湾市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

沖縄県 石垣市 石垣市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

沖縄県 浦添市 浦添市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

沖縄県 名護市 名護市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

沖縄県 沖縄市 沖縄市まち・ひと・しごと創生推進計画 10,000,000 10,000,000 信金中央金庫

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 0 0

沖縄県 うるま市 うるま市まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

沖縄県 本部町 本部町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

沖縄県 恩納村 恩納村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

沖縄県 読谷村 読谷村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

沖縄県 嘉手納町 嘉手納町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

沖縄県 北中城村 北中城村まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

沖縄県 与那原町 与那原町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

沖縄県 北大東村 北大東村しま・ひと・しごと創生推進計画 0 0

鹿児島県 十島村 十島村関係人口拡大事業 4,730,000 4,730,000



沖縄県 久米島町 久米島町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

沖縄県 八重瀬町 八重瀬町まち・ひと・しごと創生推進計画 0 0

沖縄県 竹富町 竹富町まち・ひと・しごと創生推進計画 2,400,000 2,400,000
㈱水圏科学コンサ
ルタント

(有)大祐土木設計 日本テクロ㈱
㈱興洋エンジニア
リング

㈱日誠プランニン
グ

㈱大和企画コンサ
ルタント

(有)横目測量設計 その他非公表２社

109,114,481,067 11,010,947,833合計


	寄附実績一覧(公表用)

