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平成28年度 倉吉市未来いきいき総合戦略の積極的な推進について 

平成27年11月4日  

企 画 審 議 会 決 定 

 

平成２８年度予算は「倉吉市未来いきいき総合戦略」（以下「総合戦略」という。）の取組みの

第一歩となり、戦略を推進するための新規・拡充事業を積極的に検討し予算要求してください。 

 

１． 総合戦略推進の考え方 

① 人口減少や地域の衰退への克服に残された時間は少なく、将来世代に負担を先送りしな

いよう可能な対策から直ちに実行し、加速していく。 

② 次世代を担う子どもたちが誇りを持てる２０年、３０年先の倉吉の未来を創るという強

い意志のもと、いまの倉吉市に何が必要か、市民がいま何を求めているかという原点に

立ち戻り、新たな施策への転換をしていく。 

③ 明るい未来を切り拓けるかどうか、私たちの「知恵と力」、そして組織の力量が試されて

いる。職員それぞれが「人口減少」の危機感と「地方創生」に向けた強い決意を共有し、

組織全体で「知恵と力」を結集して、力強い流れを生み出さなくてはならない。 

 

２． 当初予算に向けた検討の論点 

① 総合戦略の目標とKPIの達成、施策の方向性に沿った事業提案 

 実行性のある事業実施につなげるため、他団体の事例を検証するなど成果重視の視

点に立った事業を積極的に提案すること【参考：地方創生先行型先駆的事業一覧】 

② 市民から信頼される市役所へと進化するため、市民の声・現場の声を的確に反映した市

民生活重視の事業提案すること 

③ 総合戦略の推進は、全てに予算が必要となる事業ではありません。市民との協働の手法

の導入や実施手法の工夫などにより、ゼロ予算で実施できる事業も検討すること 

④ 財源の確保に向けた取組みの強化 

 総合戦略の掲載事業であっても安易に事業実施できるものでなく、自主財源の乏し

い財政構造を認識し、国・県の補助制度の活用はもとより、各種団体の助成金等の

あらゆる財源を最大限に活用すること 

 

３． 当初予算編成・検討日程案 

① 11月６日～ 各担当課による予算入力開始（詳細は別途、総務部長通知による） 

② 11月24日～12月4日 創生本部部会（庁内）開催 

 総合戦略の推進に向け重点的に取組む施策を部局横断で検討 

 国・県の動きに対応した取組みや市政推進上重要な施策等を議論し練り上げる 

③ 12月９日 予算要求締切 

④ 12月中旬～ 適時、創生本部常任委員会（企画審）で事業検討状況を報告 

⑤ 12月中旬～ 適時、常任委員会での意見を検討する創生本部部会を開催 

⑥ １月下旬～ 当初予算市長査定 



地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）
先駆的事業分（タイプⅠ）の内示額一覧

地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

北海道 いなか暮らし応援プログラム推進事業 48,346

北海道 ロシア極東地域ビジネス展開・輸送モデル構築事業 77,102

北海道 移住定住促進農場リース事業 72,500

北海道 都市と農林漁村等連携促進事業 50,000

北海道札幌市 外食産業海外展開支援事業 12,800

北海道札幌市 輸出仕様食品製造支援事業 37,200

北海道函館市 水産海洋ＧＩＳ活用事業 7,700

北海道旭川市 北の恵み食べマルシェ開催負担金 50,000

北海道釧路市 ひがし北海道空港連携海外観光客誘致事業 3,000

北海道釧路市 レシピサイトを活用した創作レシピ商品化事業 5,800

北海道帯広市 ひがし北海道空港連携海外観光客誘致事業 3,000

北海道帯広市 観光交流拠点機能強化と外国人観光客の誘致 10,972

北海道岩見沢市 　ICT活用（テレワーク等）による雇用促進及び地域課題解決事業 9,000

北海道網走市 ひがし北海道空港連携海外観光客誘致事業 3,000

北海道苫小牧市 噴火湾定期観光ルート構築検討調査事業 45,000

北海道稚内市 サハリン定期航路存続事業 10,336

北海道稚内市 日ロ交流交易推進事業 11,000

北海道美唄市 雪の聖地びばいプロジェクト 40,975

北海道芦別市 芦別園芸作物生産振興実証事業 13,535

北海道江別市 ～ようこそ！つながる「まち」と「学生」～学生地域定着自治体連携プロジェクト 3,840

北海道江別市 有給インターンシップ等地域就職支援事業 11,770

北海道士別市 「おいしい」「がんばる」合宿地づくり事業 29,400

北海道士別市 「やさしい」「おいしい」「がんばる」農業農村づくり事業 8,064

北海道三笠市 高校生レストランをはじめとする食の街道づくり推進事業 14,667

北海道根室市 輸出促進支援事業 4,000

北海道滝川市 東アジアを中心としたインバウンド観光推進事業 30,557

北海道深川市 地場産農産物及びその加工品の学校給食等への利活用と事業化・販売促進のための広域連携事業 3,100

北海道石狩市 漢方生薬生産体制確立支援事業 60,000

北海道当別町 地域資源を活用した農業活性化事業 47,000

北海道当別町 当別町・新篠津村特別区連携プロジェクト 3,000

北海道新篠津村 当別町・新篠津村特別区連携プロジェクト 3,000

北海道知内町 活力ある地域産業創造プロジェクト事業 30,000

北海道七飯町 ICTを活用した訪日外国人対応DMO構築推進事業 34,340

北海道長万部町 町と東京理科大学の連携による再生可能エネルギーを活用した先進的アグリビジネス事業 30,000

北海道江差町 檜山管内７町と東京都特別区との連携事業 1,388

北海道上ノ国町 檜山管内７町と東京都特別区との連携事業 31,813

北海道厚沢部町 持続可能となる素敵な過疎の町づくりによるCCRC事業 20,000

北海道厚沢部町 檜山管内７町と東京都特別区との連携事業 388

北海道乙部町 檜山管内７町と東京都特別区との連携事業 388

北海道奥尻町 檜山管内７町と東京都特別区との連携事業 388

北海道今金町 檜山管内７町と東京都特別区との連携事業 388

北海道せたな町 檜山管内７町と東京都特別区との連携事業 388

北海道蘭越町 ニセコエリア総合観光情報発信事業 9,438

北海道ニセコ町 ニセコエリア総合観光情報発信事業 26,798

北海道倶知安町 ニセコエリア総合観光情報発信事業 26,858

北海道積丹町 漁業系廃棄物資源利活用推進事業　～ウニ殻等を活用した新素材開発による地域活性化～ 3,160

北海道仁木町 余市・仁木ワインツーリズム・プロジェクト 24,000

北海道余市町 余市・仁木ワインツーリズム・プロジェクト 36,620

北海道長沼町 ～ようこそ！つながる「まち」と「学生」～学生地域定着自治体連携プロジェクト 596

北海道栗山町 ～ようこそ！つながる「まち」と「学生」～学生地域定着自治体連携プロジェクト 399

北海道妹背牛町 地場産農産物及びその加工品の学校給食等への利活用と事業化・販売促進のための広域連携事業 500

北海道秩父別町 地場産農産物及びその加工品の学校給食等への利活用と事業化・販売促進のための広域連携事業 500

北海道北竜町 　ひまわり油再生プロジェクト 3,584

北海道北竜町 地場産農産物及びその加工品の学校給食等への利活用と事業化・販売促進のための広域連携事業 500

北海道沼田町 地場産農産物及びその加工品の学校給食等への利活用と事業化・販売促進のための広域連携事業 500

北海道東川町 写真文化首都創造事業 31,450

北海道下川町 ワンストップ型トータル(都市・企業・人材)マッチング事業 19,200

北海道猿払村 猿払村CCRC構想推進事業 23,500

北海道美幌町 新規就農者確保・育成等総合支援事業 17,048

北海道津別町 船橋市津別町移住促進事業 10,000
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地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）
先駆的事業分（タイプⅠ）の内示額一覧

地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

北海道豊浦町 洞爺湖有珠山ジオパーク資源を活用したDMO観光地域づくり連携事業 36,384

北海道壮瞥町 洞爺湖有珠山ジオパーク資源を活用したDMO観光地域づくり連携事業 30,000

北海道白老町 民族共生の象徴となる空間と地場資源を活かした白老版ＤＭＯによる多文化共生の教育観光地域づくり事業 38,100

北海道厚真町 「田学（でんがく）連携」プロジェクト 8,900

北海道洞爺湖町 洞爺湖有珠山ジオパーク資源を活用したDMO観光地域づくり連携事業 28,000

北海道安平町 公共施設等の再編・集約による子育て支援サービス・行政サービスのワンストップ化事業 40,984

北海道えりも町 ハート型の湖を活用した観光再興事業 17,000

北海道新得町 「田学（でんがく）連携」プロジェクト 8,700

青森県 水田農業の成長産業化促進事業 58,690

青森県 青森ライフイノベーション戦略ステップアップ推進事業 98,600

青森県 青森県総合流通プラットフォーム利用促進事業 30,000

青森県青森市 青森と首都圏をつなぐビジネス交流拠点構築事業（東青地域連携） 45,670

青森県青森市 農業移住・新規就農サポート事業（東青地域連携） 6,160

青森県弘前市 りんご海外販売促進サポート事業 2,500

青森県弘前市 弘前版CCRC推進事業 17,000

青森県弘前市 都市と地方をつなぐ就労支援カレッジ事業 16,874

青森県八戸市 ＩＴ産業集積促進事業 46,500

青森県八戸市 成長産業立地等支援事業 3,500

青森県むつ市 下北まるごとジオパーク構想推進事業 4,222

青森県むつ市 観光地域づくりプラットフォーム設立事業 6,030

青森県平内町 青森と首都圏をつなぐビジネス交流拠点構築事業（東青地域連携） 1,887

青森県平内町 農業移住・新規就農サポート事業（東青地域連携） 1,231

青森県今別町 青森と首都圏をつなぐビジネス交流拠点構築事業（東青地域連携） 492

青森県今別町 農業移住・新規就農サポート事業（東青地域連携） 447

青森県蓬田村 青森と首都圏をつなぐビジネス交流拠点構築事業（東青地域連携） 502

青森県蓬田村 農業移住・新規就農サポート事業（東青地域連携） 857

青森県外ヶ浜町 青森と首都圏をつなぐビジネス交流拠点構築事業（東青地域連携） 1,083

青森県外ヶ浜町 農業移住・新規就農サポート事業（東青地域連携） 567

青森県鰺ヶ沢町 コミュニティビジネス支援事業 2,000

青森県鰺ヶ沢町 外国人旅行者受入態勢構築事業　　　 3,000

青森県横浜町 観光地域づくりプラットフォーム設立事業 1,054

青森県大間町 下北まるごとジオパーク構想推進事業 4,000

青森県大間町 観光地域づくりプラットフォーム設立事業 1,184

青森県東通村 下北まるごとジオパーク構想推進事業 4,000

青森県東通村 観光地域づくりプラットフォーム設立事業 1,264

青森県風間浦村 下北まるごとジオパーク構想推進事業 4,000

青森県風間浦村 観光地域づくりプラットフォーム設立事業 841

青森県佐井村 下北まるごとジオパーク構想推進事業 4,000

青森県佐井村 観光地域づくりプラットフォーム設立事業 837

青森県佐井村 佐井村漁業創生プロジェクト事業 45,163

岩手県 「明治日本の産業革命遺産」情報発信アプリ制作連携事業 5,000

岩手県 いわての子どもスマイル推進事業 38,000

岩手県 地方創生・地域産業緊急重点強化支援業費補助 195,000

岩手県 日本一の美味しいお米の国づくり推進事業 39,000

岩手県花巻市 全国ご当地日用品創出プロジェクト等最終製品直結事業 24,000

岩手県花巻市 連携自治体でノウハウを共有するリノベーションまちづくり推進事業 10,000

岩手県久慈市 移住者視点の新生活支援事業 6,978

岩手県一関市 一関・平泉定住自立圏を核とした中東北圏域における日本版ＤＭＯによる地域づくり事業 8,947

岩手県釜石市 「明治日本の産業革命遺産」情報発信アプリ制作連携事業 5,000

岩手県八幡平市 八幡平市版ＣＣＲＣ推進事業 19,500

岩手県雫石町 町有地を活用した１００年の森とコミュニティライフの共生によるCCRC事業 50,000

岩手県紫波町 リノベーションまちづくり事業 11,415

岩手県平泉町 一関・平泉定住自立圏を核とした中東北圏域における日本版ＤＭＯによる地域づくり事業 1,053

宮城県  「いいね！地方の暮らしフェア」開催事業（日本創生のための将来世代応援知事同盟共同事業） 4,576

宮城県 「みやぎの殻付きカキ」首都圏販売ネットワーク構築事業 93,880

宮城県 アニメコンテンツを活用した台湾観光客誘致拡大事業 49,000

宮城県 みやぎの「とっておきササニシキ」産地復活推進事業 14,000

宮城県 事業者と支援人材の一体的育成による産学金官連携型地域イノベーション推進事業 17,500

宮城県仙台市 競争選抜型若手起業家育成による若者定住促進事業 10,000

宮城県仙台市 国際会議等のMICEを活用した仙台・東北の復興状況の発信及び魅力PR並びにおもてなし等事業 40,000
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地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）
先駆的事業分（タイプⅠ）の内示額一覧

地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

宮城県石巻市 農林水産物等輸出化販路拡大支援事業 15,000

宮城県気仙沼市 気仙沼市を中心とした三陸沿岸地域の日本版DMO構築事業 14,000

宮城県白石市 みちのく真田ゆかりの地事業 2,261

宮城県名取市 市内水産業の新規漁獲支援と新商品開発による販路拡大事業 16,500

宮城県名取市 閖上赤貝のブランド化と資源保護促進事業 6,000

宮城県角田市 阿武隈急行沿線地域の広域連携と新たな観光資源創出事業 6,098

宮城県多賀城市 多賀城市世界絵本フェスタ  ～「新しいまちづくり」挑戦プロジェクト～ 50,000

宮城県岩沼市  あぶくまリバーサイドにぎわい創出事業（仙台東部道路最南部－常磐自動車道最北部） 17,842

宮城県東松島市 地方創生型ビジネス創出事業 5,709

宮城県大崎市 つなぐ・つながる、みんなで応援わが町のしごとづくり事業 7,060

宮城県大崎市 国民保養温泉地計画の見直しによる、湯治文化を基盤としたビジネス創造事業 14,540

宮城県蔵王町 みちのく真田ゆかりの地事業 2,261

宮城県七ヶ宿町 商業施設再構築による生活圏拠点づくり事業 8,139

宮城県柴田町 「花のまち柴田」インバウンド推進事業 17,500

宮城県柴田町 阿武隈急行沿線地域の広域連携と新たな観光資源創出事業 1,110

宮城県柴田町 地域資源を活用した小さな拠点整備事業 31,098

宮城県丸森町 阿武隈急行沿線地域の広域連携と新たな観光資源創出事業 6,097

宮城県亘理町  あぶくまリバーサイドにぎわい創出事業（仙台東部道路最南部－常磐自動車道最北部） 17,842

宮城県亘理町 先端計測とAIシステムを活用した「営農」における「創客創人」事業 2,000

宮城県富谷町 スイーツによる地方創生プラン策定調査事業 10,700

宮城県加美町 音楽と福祉のまちづくり事業 20,000

宮城県涌谷町 涌谷町かがやく協働まちづくり研究所 16,000

秋田県 県産農産物販売力強化事業 22,971

秋田県 航空機産業強化支援事業 4,319

秋田県秋田市 潜在保育士掘り起こし事業 2,046

秋田県湯沢市 「ゆざわ発新しい働き方」推進（クラウドソーシング導入・在宅ワーク推進）事業 46,162

秋田県湯沢市 Yuzawa de venture　（起業家誘致・移住推進事業） 3,804

秋田県鹿角市 移住促進事業 24,100

秋田県由利本荘市 みちのく真田ゆかりの地事業 2,261

秋田県大仙市 花火産業グローバル拠点化推進事業 14,467

秋田県仙北市 仙北市インバウンド誘客促進事業 9,805

秋田県八峰町  移住推進･受入体制強化事業(空き家を活用したまちづくり推進事業) 8,236

秋田県羽後町 住みよい地域創造事業 6,000

山形県 「食産業王国やまがた」推進事業 40,928

山形県 やまがた森林（モリ）ノミクス推進事業 78,449

山形県 山形の産業を牽引する人材育成事業 93,821

山形県 西村山広域観光戦略推進事業 66,143

山形県 地方発「小さな世界企業」ドラマ化事業 1,926

山形県山形市 山形・上山・天童三市連携・DMO構築による観光客誘客事業 10,196

山形県米沢市 バイオ工業拠点形成事業 37,028

山形県鶴岡市 次世代イノベーション都市高度ブランド化推進事業 24,500

山形県鶴岡市 伝統農法の継承による雇用創出と中山間集落の維持モデル事業 7,800

山形県鶴岡市 東北・月山の豪雪～暮らしと祈り～インバウンドジオツアー展開連携事業 10,000

山形県酒田市 CCRC構想検討事業 10,012

山形県寒河江市 西村山広域観光戦略推進事業 45,000

山形県上山市 かみのやま産ワインによる地域振興事業 37,500

山形県上山市 山形・上山・天童三市連携・DMO構築による観光客誘客事業 5,000

山形県長井市 市民記者育成とＩＴ活用地域型観光システム構築等事業 30,270

山形県天童市 山形・上山・天童三市連携・DMO構築による観光客誘客事業 5,000

山形県天童市 日本一のさくらんぼ名産地生産性向上支援事業 4,881

山形県東根市 移住体験交流事業 10,550

山形県東根市 日本一のさくらんぼ名産地生産性向上支援事業 2,417

山形県尾花沢市 尾花沢すいかブランド推進事業 6,500

山形県河北町 移住体験交流事業 10,550

山形県河北町 西村山広域観光戦略推進事業 31,175

山形県西川町 西村山広域観光戦略推進事業 15,000

山形県西川町 東北・月山の豪雪～暮らしと祈り～インバウンドジオツアー展開連携事業 30,000

山形県朝日町 西村山広域観光戦略推進事業 28,530

山形県大江町 西村山広域観光戦略推進事業 29,295

山形県大蔵村 東北・月山の豪雪～暮らしと祈り～インバウンドジオツアー展開連携事業 30,000
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地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）
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山形県戸沢村 東北・月山の豪雪～暮らしと祈り～インバウンドジオツアー展開連携事業 30,000

山形県高畠町 山形県高畠町「廃校利活用事業」 23,000

山形県小国町 地域公共交通再編事業 4,753

山形県飯豊町 自然・文化と最先端科学技術が融合するまちづくり 50,000

山形県庄内町 先端的建築設計拠点化による「ひと」・「しごと」づくり事業 10,604

山形県庄内町 東北・月山の豪雪～暮らしと祈り～インバウンドジオツアー展開連携事業 30,000

福島県 　健康長寿ふくしま推進事業 17,328

福島県  「いいね！地方の暮らしフェア」開催事業（日本創生のための将来世代応援知事同盟共同事業） 6,413

福島県 「起業の連鎖」創出事業 18,270

福島県 ふくしまから発信するコンテンツ推進事業 140,591

福島県 福島県版DMO導入調査事業 16,076

福島県福島市 阿武隈急行沿線地域の広域連携と新たな観光資源創出事業 6,097

福島県会津若松市 デジタルDMO整備事業 50,000

福島県会津若松市 マイナンバーカード普及を見据えたデジタル情報プラットフォーム整備事業 10,000

福島県郡山市 果樹農業６次産業化プロジェクト　産地形成事業 35,316

福島県喜多方市 　活気ある「あきないのまち」づくりと「未来を拓く喜多方人育成」事業 11,400

福島県喜多方市 （仮称）　蔵出し事業 4,500

福島県伊達市 阿武隈急行沿線地域の広域連携と新たな観光資源創出事業 6,098

福島県国見町 大規模複合交流施設『里まち文化ステーション（道の駅）』徹底活用プロジェクト 21,000

福島県南会津町 新規就農者支援事業 18,192

福島県会津坂下町 ふるさと産品開発事業 4,700

福島県三島町 信頼されるブランドづくり事業 7,000

福島県矢吹町 矢吹町から未来を拓く「日本三大開拓地」ブランド化推進事業 25,000

福島県棚倉町   地域資源を利用した新たなヘルスツーリズム事業への取り組みとヘルスケア産業の創出 50,000

福島県石川町 子どもふれあい遊び場広場開設事業 4,140

福島県三春町 移住・定住等を促す環境整備事業 27,000

茨城県 グローバルニッチトップ企業育成促進プロジェクト 129,898

茨城県 水郷筑波・サイクリングによるまちづくりプロジェクト 111,866

茨城県 第2のふるさと・いばらきプロジェクト 44,470

茨城県 農林水産物地域ブランド力向上緊急支援プロジェクト 25,870

茨城県日立市 農水産物流通ネットワーク促進事業 35,996

茨城県取手市 取手市創業支援事業「起業家タウン☆取手」 46,503

茨城県つくば市 　　｢健幸長寿日本一をつくばから｣　～　元気な高齢者がまちに活力を生みだす　～ 21,652

茨城県鹿嶋市 『鹿嶋神の道』観光強化事業 4,260

茨城県潮来市 水郷旧家で魅せる！潮来暮らし　～定住・移住計画～ 7,566

茨城県常陸大宮市 常陸大宮市情報収集発信事業 9,300

茨城県稲敷市 稲敷ライスミルクプロジェクト　～新たなコメの６次産業化・高付加価値化の取り組み～ 30,000

茨城県稲敷市 水郷筑波・サイクリングによるまちづくりプロジェクト 1,246

茨城県桜川市 水郷筑波・サイクリングによるまちづくりプロジェクト 40,000

茨城県鉾田市 ラムサール条約登録湿地「涸沼」を生かした広域観光等推進事業 8,342

茨城県茨城町 ラムサール条約登録湿地「涸沼」を生かした広域観光等推進事業 8,347

茨城県大洗町 ラムサール条約登録湿地「涸沼」を生かした広域観光等推進事業 8,342

茨城県大洗町 大洗　海の幸・山の幸直販による友好都市等販路拡大交流事業 41,000

茨城県美浦村 新交流拠点施設を基地としたﾏｯｼｭﾙｰﾑ･ﾊﾟﾌﾟﾘｶ等地域農産品の直販並びに商品化 25,000

茨城県阿見町 水郷筑波・サイクリングによるまちづくりプロジェクト 1,883

栃木県 「とちぎならでは」のおもてなし事業 16,153

栃木県 とちぎ農産物等海外販路開拓集中プロモーション事業 25,739

栃木県 先端ものづくり産業振興事業 115,112

栃木県足利市 テキスタイルテクノロジーパワーアップ事業 30,000

栃木県小山市 ユネスコ無形文化遺産・世界の宝「本場結城紬」情報発信事業 40,000

栃木県小山市 渡良瀬遊水地地域資源活用事業 7,850

栃木県壬生町 『おもちゃのまち』って!?　本当にあるよ！来て観て楽しんで♪ 17,000

栃木県塩谷町 既存の施設や民間事業者等との連携による、移住者の増加を目指す塩谷町経験交流事業実施に向けた枠組み検討事業 6,250

栃木県塩谷町 新たな地域交通システムの検討業務 8,000

栃木県那須町 那須町CCRC構想策定事業 10,800

栃木県那須町 那須町インバウンド誘客促進事業 17,900

群馬県 求む！○〇系女子～女性の就業・活躍支援～ 26,191

群馬県 健康ビジネスなら群馬で！！　ぐんまヘルスケアビジネス創出支援事業 88,000

群馬県 食べてみんべぇぐんまのすき焼き 10,000

群馬県前橋市 前橋版CCRC構想マスタープラン策定事業 10,200
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群馬県高崎市 地域賑わいプロジェクト事業（地元商工会と学生の協働による新たな宣伝ツールづくり） 2,500

群馬県高崎市 名所旧跡案内板設置事業（みんなで地域の魅力再発見） 10,000

群馬県太田市 子育て女性に対する総合的支援事業 25,000

群馬県太田市 地元企業と連携したグローバル人材育成事業 11,679

群馬県下仁田町 週末移住・下仁田デュアルライフ推進事業 500

群馬県中之条町 地域の杉材を使って工業用木炭を作り、合金製造会社に販売する事業 10,000

群馬県草津町 草津温泉冬季誘客に向けた魅力開発と情報発信事業 25,000

群馬県みなかみ町 みなかみユネスコエコパーク推進事業 20,000

群馬県みなかみ町 本町観光会議（本町版ＤＭＯ）運営事業 15,000

埼玉県 化粧品国際市場参入支援事業 17,582

埼玉県 介護職員雇用推進事業 154,000

埼玉県秩父市 秩父版CCRC検討事業 6,900

埼玉県所沢市 「COOL　JAPAN　FOREST構想」　推進事業 48,812

埼玉県東松山市 企業と起業応援プロジェクト 17,704

埼玉県桶川市 知の文化交流事業 25,000

埼玉県毛呂山町 桂木ゆずブランド化事業 7,675

埼玉県越生町  ～青ダイヤ・黄ダイヤで輝く里山づくり戦略～おごせ６次産業化パワーアップ総合対策事業 58,500

埼玉県越生町 全国ウメ生産者女性サミット開催事業 1,500

埼玉県滑川町 地域資源「柿」を活用した農業ビジネスモデル創造事業 20,000

埼玉県松伏町 地域公共交通資源と「道の駅」の制度を活用した公共交通強化事業 20,000

千葉県 地域連携による健康・医療ものづくり推進事業 50,000

千葉県 東京オリンピック・パラリンピックを見据えたＳＮＳの活用による国別外国人観光客ニーズ・動向調査事業 35,000

千葉県千葉市 訪日外国人客おもてなし環境整備支援・利用促進事業 13,000

千葉県木更津市  ●地方創生施策による人口流入後に求められる先行モデル子育て世代女性へのICTを活用した人口増加継続事業 38,500

千葉県松戸市 コンテンツ産業振興事業 5,000

千葉県松戸市 松戸市介護人材育成のための事業 20,000

千葉県茂原市 民間企業の参入による有害鳥獣駆除事業 11,283

千葉県成田市 成田空港圏観光振興連携事業 3,341

千葉県東金市 ワークライフバランス推進事業 8,390

千葉県勝浦市 ローカル鉄道沿線自治体（2市2町）連携によるロケ誘致事業 400

千葉県市原市 房総横断鉄道活性化連携事業 9,674

千葉県四街道市 観光支援事業 20,675

千葉県八街市 八街市農業体験インターンシップ事業 1,750

千葉県白井市 育苗センター事業 30,000

千葉県富里市 みんなでまちづくり推進プロデュース事業 10,269

千葉県富里市 成田空港圏観光振興連携事業 3,744

千葉県南房総市 みらいを繋ぐ南房総しごとづくり支援事業 2,000

千葉県南房総市  産学協働地域活力創造事業知識と産業で地域の夢を咲かせる「知産地咲プロジェクト」 5,000

千葉県香取市 水郷佐原観光人材育成事業 12,561

千葉県香取市 成田空港圏観光振興連携事業 3,341

千葉県山武市 成田空港圏観光振興連携事業 3,744

千葉県いすみ市 いすみブランド販路拡大のためのシェフ・料理人を対象とした現地商談会の開催 21,000

千葉県いすみ市 ローカル鉄道沿線自治体（2市2町）連携によるロケ誘致事業 22,100

千葉県栄町 成田空港圏観光振興連携事業 3,341

千葉県神崎町 成田空港圏観光振興連携事業 2,534

千葉県多古町 成田空港圏観光振興連携事業 2,534

千葉県芝山町 成田空港圏観光振興連携事業 2,534

千葉県横芝光町 成田空港圏観光振興連携事業 2,211

千葉県一宮町 産官学連携によるロボットプログラミング教室 50,000

千葉県睦沢町 小さな拠点「むつざわスマートウェルネスタウン」形成事業 28,350

千葉県大多喜町 ローカル鉄道沿線自治体（2市2町）連携によるロケ誘致事業 400

千葉県御宿町 ローカル鉄道沿線自治体（2市2町）連携によるロケ誘致事業 400

千葉県御宿町 御宿海岸利活用事業 22,000

東京都 各地と連携した観光振興 35,350

東京都杉並区 日本の観光資源である「阿波おどり」を活用したトランスボックスアートプロジェクト 7,500

東京都荒川区 荒川区小規模事業者経営力強化支援事業 37,000

東京都練馬区 商店街空き店舗入居促進事業 37,634

東京都調布市 「映画のまち調布」推進事業 30,398

東京都調布市 福祉人材育成事業 7,500

東京都小金井市 しごとづくり事業 10,000
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東京都羽村市 地域密着型学童クラブの開設 12,600

東京都瑞穂町 東京都町村魅力発信事業 2,300

東京都日の出町 東京都町村魅力発信事業 2,300

東京都檜原村 東京都町村魅力発信事業 2,300

東京都奥多摩町 東京都町村魅力発信事業 2,300

東京都大島町 東京都町村魅力発信事業 2,300

東京都利島村 東京都町村魅力発信事業 2,300

東京都新島村 東京都町村魅力発信事業 2,300

東京都神津島村 東京都町村魅力発信事業 2,300

東京都三宅村 東京都町村魅力発信事業 2,300

東京都御蔵島村 東京都町村魅力発信事業 2,300

東京都青ヶ島村 東京都町村魅力発信事業 2,300

東京都小笠原村 東京都町村魅力発信事業 2,300

神奈川県 かながわシープロジェクト　プロモーション事業 35,000

神奈川県 マグネット・カルチャー推進事業 66,986

神奈川県 電気自動車地域導入促進モデル事業 9,148

神奈川県 忍者を活用した観光誘客推進事業 8,640

神奈川県横浜市 市内産農畜産物の高付加価値化促進事業 5,000

神奈川県横浜市 女性活躍推進事業 18,029

神奈川県川崎市 川崎・世田谷地域中小企業人材確保・若者就業支援事業 26,000

神奈川県川崎市 保育士等人材確保・育成事業 21,000

神奈川県相模原市 産業用ロボット導入支援広域連携推進事業 45,000

神奈川県横須賀市 ＩＣＴスタートアップ支援による仕事づくり事業 10,599

神奈川県小田原市 小田原地下街施設における公共・公益的機能運営事業 19,080

神奈川県三浦市 三浦版CCRC構想検討調査事業 14,926

神奈川県厚木市 健康寿命延伸に向けた、「健康状態見える化コーナー」の設置連携事業 5,000

神奈川県大和市 健康寿命延伸に向けた、「健康状態見える化コーナー」の設置連携事業 5,000

神奈川県海老名市 健康寿命延伸に向けた、「健康状態見える化コーナー」の設置連携事業 5,000

神奈川県座間市 健康寿命延伸に向けた、「健康状態見える化コーナー」の設置連携事業 5,000

神奈川県南足柄市 「認知症を予防する」特産品ブランディングによる地域産業活性化事業　～認知症予防に効果をもつ新たな高機能食資源を活用した６次産業化～ 36,000

神奈川県綾瀬市 健康寿命延伸に向けた、「健康状態見える化コーナー」の設置連携事業 5,000

神奈川県山北町 Ｄ５２奇跡の復活事業 22,500

神奈川県山北町 山北駅北側小さな拠点づくり事業 6,100

神奈川県箱根町 箱根及び周辺地域の経済復興事業「箱根元気プロジェクト」 49,974

神奈川県愛川町 健康寿命延伸に向けた、「健康状態見える化コーナー」の設置連携事業 5,000

神奈川県清川村 健康寿命延伸に向けた、「健康状態見える化コーナー」の設置連携事業 5,000

新潟県 「新たな食品表示」制度活用推進事業 25,700

新潟県新潟市 新潟市版CCRC推進事業 10,000

新潟県新潟市 農産物高付加価値化推進事業 20,000

新潟県長岡市 「子育ての駅」を拠点とする子育て支援事業 50,000

新潟県三条市 若年層の転入促進に向けたものづくり産業における価格決定力確保支援事業 50,000

新潟県十日町市 「豪雪」体感インバウンド事業 9,000

新潟県妙高市 「生命地域創造都市 妙高　地域創生方策調査事業　～ ビジット妙高 1,000万人構想 ～」 50,000

新潟県上越市 雪冷熱エネルギーを活用した雪室食品の地域ブランド化事業 11,873

新潟県阿賀野市 地域ポイントカード活用による地域活性化事業 50,000

新潟県佐渡市 佐渡米品質向上支援事業 50,000

新潟県南魚沼市 南魚沼版CCRC等移住推進事業 41,000

富山県 とやま観光新時代の旅行者へのおもてなし環境・拠点整備事業 147,790

富山県 環境先端県づくりに向けた環境グローバルリーダー等育成支援事業 18,800

富山県 質の高い芸術文化の創造と世界発信・国際交流事業 66,798

富山県 戦略的定住・半定住トータルサポート事業　～地域・住民と、首都圏在住者が主役の富山移住プロジェクト～ 76,850

富山県 北陸新幹線沿線の地域間連携による新たな広域周遊観光ルート形成事業 45,450

富山県 薬都とやまヘルスケア創造プロジェクト 48,500

富山県富山市 選ばれるまちづくり事業 50,000

富山県高岡市 400年を超える高岡市の鋳物技術と600年を超える南砺市の彫刻技術を活用した地場産業活性化モデルの構築・展開事業 33,862

富山県魚津市 魚津市水産資源開発事業 9,400

富山県氷見市 定住誘発型DMOの構築事業 30,000

富山県黒部市 低速8輪電気自動車を活用した山岳・温泉ｴｺﾘｿﾞｰﾄ構想の推進 35,000

富山県南砺市 400年を超える高岡市の鋳物技術と600年を超える南砺市の彫刻技術を活用した地場産業活性化モデルの構築・展開事業 11,600

富山県射水市 サクラマス市場化事業 21,500
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地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）
先駆的事業分（タイプⅠ）の内示額一覧

地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

石川県 ものづくり産業との連携による農林業収益向上対策事業 69,900

石川県 県内出身学生Uターン就職と移住定住促進事業 64,363

石川県 石川・福井繊維企業連携新素材開発等支援事業 18,500

石川県 炭素繊維分野における他地域との連携支援事業 5,400

石川県 北陸新幹線沿線の地域間連携による新たな広域周遊観光ルート形成事業 125,800

石川県金沢市 クリエイター等創業支援事業 24,100

石川県金沢市 金沢版ＤＭＯロールモデル推進事業 10,000

石川県金沢市 北陸新幹線沿線の地域間連携による新たな広域周遊観光ルート形成事業 12,000

石川県小松市 未来へつなぐこまつ遺産創造・発信事業 10,000

石川県輪島市 新交通システムでつなぐ漆の里・生涯活躍のまちづくりプロジェクト 49,580

石川県加賀市 越前・加賀宗教文化街道広域観光推進事業 3,900

石川県加賀市 加賀温泉郷　湯めぐり・まち巡り促進事業 46,100

石川県羽咋市 のと里山羽咋自然栽培「聖地」化プロジェクト事業 49,000

石川県白山市 多世代参加による生涯健康・活躍を目指す「ごっちゃ」プロジェクト      43,100

石川県能美市 ワーク・イン・レジデンス制度 2,500

福井県 国際観光推進事業 26,228

福井県 産学官金連携技術革新推進事業 105,998

福井県 石川・福井繊維企業連携新素材開発等支援事業 16,900

福井県 地方発「小さな世界企業」ドラマ化事業 25,513

福井県小浜市  まちなか丸ごとテーマパーク化事業～ＩＣＴを活用した往来文化遺跡群をはじめとする地域資源の魅力発信～ 22,250

福井県勝山市 越前・加賀宗教文化街道広域観光推進事業 3,900

福井県鯖江市 次世代産業創造支援事業 42,500

福井県あわら市 越前・加賀宗教文化街道広域観光推進事業 3,900

福井県坂井市 越前・加賀宗教文化街道広域観光推進事業 3,900

福井県坂井市 三國湊町家再生プロジェクト事業 13,000

福井県永平寺町 越前・加賀宗教文化街道広域観光推進事業 3,900

福井県高浜町 国内初「ブルーフラッグ」認証取得に向けた高浜町まちなか案内誘導サイン等計画・設計事業 6,264

福井県若狭町 若狭と京を結ぶ鯖街道熊川宿　生き活きＰroject 35,000

山梨県   外国人観光客誘客促進事業（副題）～目指せオリンピック外国人宿泊者数増大計画～ 138,500

山梨県   県産ワイン・ブランド確立事業（ワインリゾート構想）（副題）～「日本のナパヴァレー」を目指して～ 57,556

山梨県富士吉田市 LLP(有限責任事業組合)設立を通した中心市街地活性化プロジェクト 18,500

山梨県富士吉田市 ものづくり産業を核としたグローバルデザイナー拠点事業による新たな地域ブランドづくり 11,500

山梨県都留市 都留市ＣＣＲＣ推進事業 50,000

山梨県南アルプス市 交通対策推進事業 28,131

山梨県甲斐市  甲斐市版　ネウボラ（仮称）推進プロジェクト～甲斐市・山梨大学医学部と連携した産婦人科誘致及び女性医師創業支援事業～ 50,000

山梨県笛吹市  地域生活環境の向上における若者・女性等活躍推進事業【多世代包括ケア（医療・介護・子育て）情報クラウド化推進事業】 46,474

山梨県甲州市 定住促進事業　地域資源視察・交流バス　―　勝沼エリア 4,060

長野県  「いいね！地方の暮らしフェア」開催事業（日本創生のための将来世代応援知事同盟共同事業） 6,381

長野県 塩尻・松本・安曇野地域における「しごと」×「ひと」好循環創出事業 12,000

長野県 信州テレワーク誘致促進事業 27,250

長野県 地方発「小さな世界企業」ドラマ化事業 24,994

長野県 忍者を活用した観光誘客推進事業 8,640

長野県 北陸新幹線沿線の地域間連携による新たな広域周遊観光ルート形成事業 36,576

長野県長野市 北陸新幹線沿線の地域間連携による新たな広域周遊観光ルート形成事業 41,894

長野県松本市 超広域観光ビジット３（札幌⇔松本⇔鹿児島） 21,000

長野県上田市 ＤＭＯ設立を視野に入れたビーナスラインを基軸とした広域観光事業 247

長野県上田市 北陸新幹線沿線の地域間連携による新たな広域周遊観光ルート形成事業 48,250

長野県岡谷市 ＤＭＯ設立を視野に入れたビーナスラインを基軸とした広域観光事業 100

長野県岡谷市 外国人観光客を主なターゲットとする信州シルクロードを核とした広域観光連携事業 16,100

長野県岡谷市 諏訪圏６市町村によるＳＵＷＡブランド創造事業 10,340

長野県飯田市 エコパーク・ジオパークエリアの広域連携による観光誘客事業 1,521

長野県飯田市 信州大学と連携した航空機産業分野の新たな挑戦に向けた人材育成と技術開発力の強化　飯田下伊那地域による広域連携事業 50,000

長野県諏訪市 ＤＭＯ設立を視野に入れたビーナスラインを基軸とした広域観光事業 455

長野県諏訪市 外国人観光客を主なターゲットとする信州シルクロードを核とした広域観光連携事業 1,250

長野県諏訪市 諏訪圏６市町村によるＳＵＷＡブランド創造事業 4,345

長野県小諸市 有害鳥獣（シカ）商品化施設整備事業 50,000

長野県伊那市 エコパーク・ジオパークエリアの広域連携による観光誘客事業 3,305

長野県駒ヶ根市 外国人観光客を主なターゲットとする信州シルクロードを核とした広域観光連携事業 6,440

長野県飯山市 Welcome　to　Japan’s　Snow Paradise　KAMAKURA（かまくら） 21,038

長野県茅野市 ＤＭＯ設立を視野に入れたビーナスラインを基軸とした広域観光事業 3,500
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地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）
先駆的事業分（タイプⅠ）の内示額一覧

地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

長野県茅野市 諏訪圏６市町村によるＳＵＷＡブランド創造事業 8,879

長野県塩尻市 塩尻・松本・安曇野地域における「しごと」×「ひと」好循環創出事業 10,000

長野県塩尻市 信州テレワーク誘致促進事業 7,000

長野県塩尻市 木質バイオマス循環自立創生事業 40,000

長野県佐久市 交流と協働で織りなす夢をかなえるまちコンパクトシティ臼田とCCRC事業の構築 27,300

長野県川上村 南佐久郡看護師人材相互連携事業 1,200

長野県南牧村 ・「グリーン ツーウェイズ」　推進事業 18,940

長野県南牧村 南佐久郡看護師人材相互連携事業 300

長野県立科町 ＤＭＯ設立を視野に入れたビーナスラインを基軸とした広域観光事業 418

長野県青木村 重点　道の駅あおき高機能拠点化事業 10,460

長野県長和町 ＤＭＯ設立を視野に入れたビーナスラインを基軸とした広域観光事業 125

長野県下諏訪町 ＤＭＯ設立を視野に入れたビーナスラインを基軸とした広域観光事業 155

長野県下諏訪町 外国人観光客を主なターゲットとする信州シルクロードを核とした広域観光連携事業 2,000

長野県下諏訪町 諏訪圏６市町村によるＳＵＷＡブランド創造事業 2,300

長野県富士見町 エコパーク・ジオパークエリアの広域連携による観光誘客事業 1,362

長野県富士見町 信州テレワーク誘致促進事業 2,000

長野県富士見町 諏訪圏６市町村によるＳＵＷＡブランド創造事業 3,458

長野県原村 諏訪圏６市町村によるＳＵＷＡブランド創造事業 1,290

長野県辰野町 みんなでふるさと紹介しよう事業 13,250

長野県辰野町 外国人観光客を主なターゲットとする信州シルクロードを核とした広域観光連携事業 3,300

長野県飯島町 道の駅「田切の里」買い物弱者対策推進事業 16,000

長野県松川町 信州大学と連携した航空機産業分野の新たな挑戦に向けた人材育成と技術開発力の強化　飯田下伊那地域による広域連携事業 10,000

長野県高森町 信州大学と連携した航空機産業分野の新たな挑戦に向けた人材育成と技術開発力の強化　飯田下伊那地域による広域連携事業 10,000

長野県阿南町 信州大学と連携した航空機産業分野の新たな挑戦に向けた人材育成と技術開発力の強化　飯田下伊那地域による広域連携事業 10,000

長野県阿智村 信州大学と連携した航空機産業分野の新たな挑戦に向けた人材育成と技術開発力の強化　飯田下伊那地域による広域連携事業 10,000

長野県平谷村 信州大学と連携した航空機産業分野の新たな挑戦に向けた人材育成と技術開発力の強化　飯田下伊那地域による広域連携事業 10,000

長野県根羽村 信州大学と連携した航空機産業分野の新たな挑戦に向けた人材育成と技術開発力の強化　飯田下伊那地域による広域連携事業 10,000

長野県下條村 信州大学と連携した航空機産業分野の新たな挑戦に向けた人材育成と技術開発力の強化　飯田下伊那地域による広域連携事業 10,000

長野県売木村 信州大学と連携した航空機産業分野の新たな挑戦に向けた人材育成と技術開発力の強化　飯田下伊那地域による広域連携事業 10,000

長野県天龍村 信州大学と連携した航空機産業分野の新たな挑戦に向けた人材育成と技術開発力の強化　飯田下伊那地域による広域連携事業 10,000

長野県泰阜村 信州大学と連携した航空機産業分野の新たな挑戦に向けた人材育成と技術開発力の強化　飯田下伊那地域による広域連携事業 10,000

長野県喬木村 信州大学と連携した航空機産業分野の新たな挑戦に向けた人材育成と技術開発力の強化　飯田下伊那地域による広域連携事業 10,000

長野県豊丘村 信州大学と連携した航空機産業分野の新たな挑戦に向けた人材育成と技術開発力の強化　飯田下伊那地域による広域連携事業 10,000

長野県大鹿村 エコパーク・ジオパークエリアの広域連携による観光誘客事業 252

長野県大鹿村 信州大学と連携した航空機産業分野の新たな挑戦に向けた人材育成と技術開発力の強化　飯田下伊那地域による広域連携事業 10,000

長野県木曽町 伝統的発酵食品無塩乳酸菌漬物「すんき」増産事業 50,000

長野県朝日村 木質バイオマス循環自立創生事業 12,000

長野県筑北村 木質バイオマス循環自立創生事業 3,000

長野県高山村 ICTを活用した最先端農業技術研究に関する実証実験事業 30,000

長野県信濃町 信州テレワーク誘致促進事業 2,100

長野県信濃町 森林資源の循環活用による持続可能なまちづくり事業 27,980

長野県飯綱町 ICTを活用した最先端農業技術研究に関する実証実験事業 35,000

岐阜県 欧州誘客プロモーション事業 30,000

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 240,877

岐阜県 産業観光施設ネットワーク形成推進事業 2,500

岐阜県 美濃和紙産業の自立支援連携事業 25,940

岐阜県 北陸新幹線を活用した誘客促進事業 35,000

岐阜県大垣市 国内・海外観光プロモーション事業 5,000

岐阜県高山市 欧州誘客プロモーション事業 10,400

岐阜県高山市 地域づくり活動支援事業 25,000

岐阜県高山市 東濃と飛騨　林業・木材産業連携事業 2,500

岐阜県高山市 飛騨地域移住・定住促進連携事業 9,900

岐阜県高山市 北陸新幹線を活用した誘客促進事業 1,600

岐阜県多治見市 コンパクトシティ形成交通アクセス促進事業 10,563

岐阜県多治見市 地方創生産業観光総合推進事業 29,437

岐阜県多治見市 東濃ぐるりん観光プロモーション事業 10,000

岐阜県関市 　クラウドファンディング活用三市連携事業 300

岐阜県関市 関・美濃・郡上「長良川と暮らす」移住定住促進事業 7,000

岐阜県関市 産業支援環境の整備（（仮）関市産業支援センター整備事業） 14,963

岐阜県中津川市 東濃ぐるりん観光プロモーション事業 10,000
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地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）
先駆的事業分（タイプⅠ）の内示額一覧

地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

岐阜県中津川市 東濃と飛騨　林業・木材産業連携事業 2,500

岐阜県美濃市 関・美濃・郡上「長良川と暮らす」移住定住促進事業 7,000

岐阜県美濃市 美濃和紙産業の自立支援連携事業 4,674

岐阜県瑞浪市 東濃ぐるりん観光プロモーション事業 10,000

岐阜県恵那市 岩村地区「小さな拠点」形成推進事業 5,637

岐阜県恵那市 東濃ぐるりん観光プロモーション事業 10,000

岐阜県美濃加茂市 　クラウドファンディング活用三市連携事業 300

岐阜県美濃加茂市 里山再生プログラム事業 21,880

岐阜県土岐市 東濃ぐるりん観光プロモーション事業 10,000

岐阜県各務原市 　クラウドファンディング活用三市連携事業 300

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 39,729

岐阜県山県市 　山県市空家（空き店舗）トリアージ事業 20,000

岐阜県瑞穂市   －選ばれるまち瑞穂市ブランド創生プロジェクト－　　民間施設（ボウリング場）を活用した地域活性化拠点（小さな拠点）の創出及び協働運営事業 35,000

岐阜県飛騨市 欧州誘客プロモーション事業 3,700

岐阜県飛騨市 飛騨市女性社会進出促進事業 2,500

岐阜県飛騨市 飛騨地域移住・定住促進連携事業 3,500

岐阜県飛騨市 北陸新幹線を活用した誘客促進事業 500

岐阜県本巣市 国内・海外観光プロモーション事業 5,000

岐阜県郡上市 テレワークのまち推進事業 8,550

岐阜県郡上市 関・美濃・郡上「長良川と暮らす」移住定住促進事業 7,000

岐阜県下呂市 欧州誘客プロモーション事業 4,700

岐阜県下呂市 飛騨地域移住・定住促進連携事業 4,500

岐阜県下呂市 北陸新幹線を活用した誘客促進事業 700

岐阜県海津市 国内・海外観光プロモーション事業 5,000

岐阜県養老町 国内・海外観光プロモーション事業 5,000

岐阜県垂井町 国内・海外観光プロモーション事業 5,000

岐阜県関ケ原町 国内・海外観光プロモーション事業 5,000

岐阜県神戸町 国内・海外観光プロモーション事業 5,000

岐阜県輪之内町 国内・海外観光プロモーション事業 5,000

岐阜県安八町 国内・海外観光プロモーション事業 5,000

岐阜県揖斐川町 国内・海外観光プロモーション事業 5,000

岐阜県大野町 国内・海外観光プロモーション事業 5,000

岐阜県大野町 総合交通対策による移住定住促進事業 12,929

岐阜県大野町 地域資源の連携・魅力向上による地域内産業・雇用創出事業 9,180

岐阜県池田町 国内・海外観光プロモーション事業 5,000

岐阜県池田町 池田山を活用した観光ツアー創出プロジェクト 17,000

岐阜県池田町 池田版体験・キャリア教育の開発推進プロジェクト 12,950

岐阜県東白川村 東白川ファンを核とした村内産品の販売促進事業 30,000

岐阜県白川村 欧州誘客プロモーション事業 1,200

岐阜県白川村 飛騨地域移住・定住促進連携事業 1,100

岐阜県白川村 北陸新幹線を活用した誘客促進事業 200

静岡県  「農・食・健」連携型「健康・長寿の産業化・地域ブランド化」推進事業　（広域連携による「しごと」づくりと地域づくりモデル） 273,200

静岡県 「明治日本の産業革命遺産」情報発信アプリ制作連携事業 5,000

静岡県 世界レベルの観光交流圏　美しい伊豆半島総合推進事業 55,900

静岡県 地域資源を活かした稼ぐ力創出事業 28,300

静岡県静岡市 静岡型CCRC構想推進事業 20,000

静岡県静岡市 静岡都市圏広域ＤＭＯ推進事業 15,000

静岡県浜松市 はままつ起業家カフェ運営事業 5,912

静岡県沼津市 リノベーションまちづくり推進事業 10,000

静岡県三島市 地域資源を活用した農と食による健康ビジネス創出支援事業 20,000

静岡県富士市 地域特産品を活用した新産業創出事業 4,000

静岡県磐田市 先端計測とAIシステムを活用した「営農」における「創客創人」事業 6,000

静岡県掛川市 じもと産業タスクフォースセンター（かけがわ生涯ワーキングシステム）事業 21,000

静岡県藤枝市  中心市街地～蓮華寺池公園～東海道藤枝宿・岡部宿をつなぐ藤枝のおもてなしと街道文化ロマン創造事業 42,500

静岡県袋井市 「３Ｄａｙｓ　Ｗorker's　Ｏｆｆｉｃｅ」構想　～2025年問題の解決と女性が活躍できる社会の実現に向けて～ 10,000

静岡県裾野市  革新的薄層軽量緑化技術を用いた屋上緑化産業の育成による、地域の稼ぐ力の創出と移住定住の促進（富士山のすそのが東京の夏の気温を１度下げるプロジェクト） 50,000

静岡県伊豆の国市 「明治日本の産業革命遺産」情報発信アプリ制作連携事業 5,000

静岡県牧之原市 人がどんどん集まる仕組み構築モデル事業 5,945

静岡県南伊豆町 アクティブシニアのヘルスアップ・ステイ及び広域連携による日本版ＣＣＲＣ 39,000

静岡県南伊豆町 温泉・地熱資源の活用を中心とした南伊豆健康ブランドの創出 8,760
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地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）
先駆的事業分（タイプⅠ）の内示額一覧

地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

愛知県 あいちの農林水産業強化事業 115,308

愛知県 産業観光施設ネットワーク形成推進事業 3,200

愛知県名古屋市 映像コンテンツを活用したプロモーション事業 20,000

愛知県豊橋市 次世代ものづくり研究開発促進事業 22,000

愛知県一宮市 人材育成における発信型ワンストップ支援体制構築に関する連携事業 16,000

愛知県豊田市 まちなかMovie culture創出事業 50,000

愛知県安城市 コワーキング施設運営事業 22,100

愛知県犬山市 “「観光」×「○○」”異分野コラボレーションによる観光まちづくり弱点克服事業 25,400

愛知県犬山市 シルバーと若者が農で地域おこし！耕作放棄地を活用した農業初挑戦！プロジェクト 5,000

愛知県東海市 いきいき元気推進事業 35,700

愛知県幸田町 低温プラズマ技術新産業創生事業 50,000

愛知県豊根村 低温プラズマ技術新産業創生事業 50,000

三重県  「いいね！地方の暮らしフェア」開催事業（日本創生のための将来世代応援知事同盟共同事業） 4,583

三重県 高等教育機関の魅力向上・魅力発信事業 60,775

三重県 三重の魅力を生かした観光産業の振興事業 71,458

三重県 三重の魅力創出・発信事業 145,635

三重県 食を中心とした雇用の創出事業 72,653

三重県 多様な働き方・暮らし方の支援事業 64,237

三重県 忍者を活用した観光誘客推進事業 13,000

三重県伊勢市 伊勢志摩広域観光誘客力パワーアップ事業 5,200

三重県桑名市 インバウンド環境整備事業　（サミット対応事業） 8,030

三重県名張市 広域拠点で結ぶ「修験の道」をテーマにしたインバウンド観光 「東大和西三重スピリチュアルツーリズム」 50,000

三重県尾鷲市 地域産品を有効利用した「おわせマハタ」ブランド化事業 3,300

三重県尾鷲市 東紀州・奥伊勢・伊勢志摩　周遊滞在促進事業 980

三重県尾鷲市 東紀州養殖ヒロメ消費拡大促進事業 1,000

三重県鳥羽市 伊勢志摩広域観光誘客力パワーアップ事業 5,200

三重県鳥羽市 鳥羽志摩広域インバウンド等受入強化推進事業 17,300

三重県熊野市 東紀州・奥伊勢・伊勢志摩　周遊滞在促進事業 980

三重県志摩市 伊勢志摩広域観光誘客力パワーアップ事業 5,200

三重県志摩市 鳥羽志摩広域インバウンド等受入強化推進事業 34,246

三重県伊賀市 “ＮＩＮＪＡ”による外国人観光客誘客・おもてなし促進事業 10,300

三重県大台町 東紀州・奥伊勢・伊勢志摩　周遊滞在促進事業 980

三重県玉城町 伊勢志摩広域観光誘客力パワーアップ事業 2,500

三重県玉城町 保健分野の人材確保に向けたひとり親移住・就業支援事業 17,712

三重県度会町 伊勢志摩広域観光誘客力パワーアップ事業 2,500

三重県大紀町 七保牛（松阪牛）畜産業活性化補助 4,500

三重県大紀町 東紀州・奥伊勢・伊勢志摩　周遊滞在促進事業 980

三重県南伊勢町 伊勢志摩広域観光誘客力パワーアップ事業 2,500

三重県南伊勢町 東紀州・奥伊勢・伊勢志摩　周遊滞在促進事業 980

三重県紀北町 東紀州・奥伊勢・伊勢志摩　周遊滞在促進事業 980

三重県紀北町 東紀州養殖ヒロメ消費拡大促進事業 1,000

三重県御浜町 東紀州・奥伊勢・伊勢志摩　周遊滞在促進事業 980

三重県紀宝町 東紀州・奥伊勢・伊勢志摩　周遊滞在促進事業 980

滋賀県 　「滋賀の観光一歩先へ」プロジェクト 117,930

滋賀県  「いいね！地方の暮らしフェア」開催事業（日本創生のための将来世代応援知事同盟共同事業） 5,000

滋賀県 「滋賀の地域ブランド」を体感！「きっかけ」創出事業 122,000

滋賀県 ビワマス発信拠点活性化推進事業 45,000

滋賀県 滋賀で働き続ける人づくり事業 17,500

滋賀県 忍者を活用した観光誘客推進事業 8,640

滋賀県 林業パワーアップ・木質バイオマス搬出促進事業 21,000

滋賀県大津市 湖上交通を活用した新たな観光資源開発事業 5,036

滋賀県長浜市 歴史・文化の息づく「観音の里」創生事業 30,000

滋賀県近江八幡市 安寧のまちづくり（CCRC）推進事業 29,695

滋賀県草津市 湖上交通を活用した新たな観光資源開発事業 2,814

滋賀県守山市 湖上交通を活用した新たな観光資源開発事業 36,832

滋賀県甲賀市 世界に魅せる、甲賀流「感幸創生」プロジェクト 15,000

滋賀県東近江市 東近江プライマリーＣｏマネジメント事業 20,000

滋賀県日野町 地域のたから「日野菜」の再生と日野菜を活かした地域づくり事業 19,000

京都府 クロスオーバー農林水産業育成事業 131,500

京都府 伝統産業再構築・クロスメディアを活かしたクールジャパン戦略事業 253,900
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地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）
先駆的事業分（タイプⅠ）の内示額一覧

地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

京都府京都市 「世界一の観光都市“ＫＹＯＴＯ”」ブランド向上事業 20,000

京都府京都市 バイオテクノロジーを生かした京都産業活性化事業（仮称） 30,000

京都府福知山市 地域資源の活用と創業支援による交流人口倍増戦略 6,000

京都府舞鶴市 歴史遺産を活かした地域づくり事業 25,750

京都府綾部市 森の京都・里山交流推進事業 6,307

京都府宇治市 観光地域づくり事業　～クールジャパンＵＪＩの推進～ 43,613

京都府宮津市 新生オリーブの里事業 20,000

京都府宮津市 日本版DMOを核とする観光まちづくり推進事業 12,750

京都府城陽市 城州白（特産梅）の新規商品開発及び販路拡大プロジェクト 3,122

京都府京丹後市 中京圏市場開拓・地域経済循環等創出事業 28,000

京都府木津川市 当尾（とうの）ふるさと元気拠点づくり事業 18,973

京都府和束町 地域住民による地域観光資源充実支援事業 9,000

大阪府 次世代がん治療ＢＮＣＴ地方創生戦略事業 7,790

大阪府 農と福祉の連携（ハートフルアグリ）促進事業 20,000

大阪府大阪市 地域しごと支援事業 30,749

大阪府堺市 水素エネルギー社会構築事業（水素ステーション・水素タウン実証実験基本計画作成事業） 15,000

大阪府豊中市 空港就航都市等における農産物・水産物等を活用した魅力ある飲食店等開拓・育成関連事業 10,000

大阪府豊中市 国内産皮革を用いたものづくり産業の若者職人育成事業 20,000

大阪府泉大津市 都市港湾を観光拠点・観光資源として活用する地域活性化事業 20,470

大阪府泉佐野市 インバウンド観光消費喚起事業 23,776

大阪府泉佐野市 都市と地方をつなぐ就労支援カレッジ事業 14,086

大阪府大東市 「えがお」の見える「ひと」と「まち」と「しごと」をつなげる・つながる事業 15,000

大阪府箕面市 「産業としての農業」創出事業 6,000

大阪府高石市 健幸フェスティバル＆高石マルシェ 1,971

大阪府泉南市 関西国際空港のインバウンドを取り込む超広域連携観光圏等創生事業 30,000

大阪府泉南市 産官学連携まち・海・里山活性化推進事業 20,000

大阪府阪南市 「健幸プラットフォーム」の構築プロジェクト 15,150

大阪府阪南市 次世代へつなげ、夢の懸け橋プロジェクト 10,000

大阪府岬町 岬町スポーツツーリズム推進事業 7,730

大阪府岬町 民間企業社宅ストック活用事業 5,000

兵庫県 オールドニュータウン再生モデル事業 10,000

兵庫県 農業施設貸与事業 119,000

兵庫県神戸市 住民手動地域交通および生活コンシェルジュ事業 20,000

兵庫県姫路市 播磨圏域広域観光事業 48,500

兵庫県姫路市 姫路木綿復活プロジェクト 1,500

兵庫県洲本市 田舎暮らしのための百の技術習得支援事業（拡充分） 22,400

兵庫県豊岡市 コウノトリ野生復帰の取組みを通じた国内外観光客誘致事業 15,000

兵庫県豊岡市 基盤（かばん）産業人材育成支援事業 15,000

兵庫県西脇市 西脇ファッション都市構想事業 10,500

兵庫県西脇市 日本のへその地域食材でおもてなし推進事業 16,563

兵庫県高砂市 「地場産業創造事業」松右衛門はん布の織職人育成支援事業 10,100

兵庫県川西市 観光・住宅・結婚のPR媒体をクロスさせた女性を対象とするシティプロモーション事業 3,545

兵庫県加西市 産官学連携推進事業 5,000

兵庫県篠山市 人材育成拠点「えきなかイノベーションラボ」設立事業 50,000

兵庫県丹波市 “丹（まごころ）の里”移住定住ステップアップ事業　　～選ばれるまち「ふるさと丹波市」への仕組みづくり～ 4,043

兵庫県丹波市  地方だからこそ低コストで起業チャンスを創出する大学・地域住民の持続的連携事業 14,248

兵庫県南あわじ市 マーケティング戦略実践事業 33,000

兵庫県朝来市 移住起業者支援プロジェクト 6,000

兵庫県たつの市 ”定時制”高校生のお店「龍北工房」を核とした起業・定住支援事業 32,000

兵庫県市川町 「運命の木」ゆかり３市町交流事業 1,300

兵庫県香美町 遊！楽！住！県境を越えた日本一の海幸・山幸回廊づくり（鳥取県因幡地域・兵庫県北但西部地域連携事業） 823

兵庫県新温泉町 遊！楽！住！県境を越えた日本一の海幸・山幸回廊づくり（鳥取県因幡地域・兵庫県北但西部地域連携事業） 823

奈良県 ブランド化・販路開拓等の推進による農林業振興事業 37,570

奈良県 移住促進事業 101,199

奈良県 県内就労者拡大促進事業 72,060

奈良県 県内中小企業新規展開支援事業 30,322

奈良県天理市 「日本のはじまり周遊記」魅力創造事業 2,160

奈良県天理市 ２つの拠点による「働き方改革」、ICTによる雇用創出・人材誘致プロジェクト 38,000

奈良県橿原市 橿原市版ＣＣＲＣ構想策定事業　～賑わいのまち・健やかなまちの実現を目指して～ 7,236

奈良県桜井市 「定住・健康・観光」によるまち再生事業 20,000
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地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）
先駆的事業分（タイプⅠ）の内示額一覧

地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

奈良県桜井市 「日本のはじまり周遊記」魅力創造事業 16,200

奈良県桜井市 相撲観光創造事業 500

奈良県香芝市 相撲観光創造事業 4,500

奈良県葛城市 かつらぎサテライト市役所推進事業 20,000

奈良県葛城市 相撲観光創造事業 30,000

奈良県宇陀市 薬草プロジェクト推進事業 11,734

奈良県平群町  「ふるさと納税」を活用した住みよい身近なふるさとづくり推進事業（コミュニティ型ふるさと納税制度の創設） 5,000

奈良県平群町 公共交通試行運行事業 35,966

奈良県王寺町 王寺町観光拠点整備事業 7,646

奈良県河合町 『そうだ、やっぱり河合で暮らそう！』パンフレット 2,000

奈良県大淀町 農商工イノベーション事業 6,480

奈良県下市町 移動販売車を活用した買い物・見守り支援、地域健康づくり事業 5,000

奈良県十津川村 関西国際空港のインバウンドを取り込む超広域連携観光圏等創生事業 300

奈良県川上村 要間伐森林における伐採搬出モデル事業 10,000

奈良県川上村 林業資源のブランド化・六次産業化事業 5,000

和歌山県 移住・定住支援 29,801

和歌山県 魅力を活かした観光振興 47,000

和歌山県和歌山市 外国人観光客をターゲットとした観光戦略 12,380

和歌山県和歌山市 住んで便利、訪れて楽しい、コンパクトなまちづくり　 37,620

和歌山県海南市 商店街宅配等モデル事業 2,100

和歌山県橋本市 官民連携ブランド推進事業 17,000

和歌山県田辺市 関西国際空港のインバウンドを取り込む超広域連携観光圏等創生事業 300

和歌山県新宮市 熊野材の家づくり普及啓発事業 500

鳥取県  「いいね！地方の暮らしフェア」開催事業（日本創生のための将来世代応援知事同盟共同事業） 5,809

鳥取県 『県内から消滅可能性都市をゼロに！』に向けた１ｓｔステージ　～｢食のみやこ鳥取県｣ブランド力向上事業～ 161,258

鳥取県 『県内から消滅可能性都市をゼロに！』に向けた１stステージ　～正規雇用１万人チャレンジ事業～ 70,972

鳥取県 『県内から消滅可能性都市をゼロに！』に向けた１stステージ　～地方発クールジャパン県内２空港「空の駅」化事業～ 101,758

鳥取県 『県内から消滅可能性都市をゼロに！』に向けた１stステージ　～来んさいな　住んでみないや　とっとり　移住定住推進事業～ 43,142

鳥取県 山陰版DMO広域観光推進事業 5,000

鳥取県鳥取市 遊！楽！住！県境を越えた日本一の海幸・山幸回廊づくり（鳥取県因幡地域・兵庫県北但西部地域連携事業） 32,671

鳥取県米子市 中海・宍道湖・大山圏域観光振興プロジェクト 20,600

鳥取県米子市 鳥取県西部圏域版「ＤＭＯ」推進調査事業 5,387

鳥取県米子市 鳥取県西部地域移住定住推進連携事業 2,799

鳥取県倉吉市 「とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会」を核とする鳥取県中部圏域版ＤＭＯ整備実践事業 8,363

鳥取県倉吉市 国産フィギュア生産拠点による雇用創出と世界発信事業 47,608

鳥取県倉吉市 ギンザケのふるさと拡大支援事業 4,029

鳥取県境港市 中海・宍道湖・大山圏域観光振興プロジェクト 20,600

鳥取県境港市 鳥取県西部圏域版「ＤＭＯ」推進調査事業 1,501

鳥取県境港市 鳥取県西部地域移住定住推進連携事業 768

鳥取県岩美町 岩美町地域創生チャレンジサポート推進事業 6,825

鳥取県岩美町 遊！楽！住！県境を越えた日本一の海幸・山幸回廊づくり（鳥取県因幡地域・兵庫県北但西部地域連携事業） 8,085

鳥取県若桜町 地域の宝・若桜鉄道の生き残りをかけた挑戦事業 29,649

鳥取県若桜町 遊！楽！住！県境を越えた日本一の海幸・山幸回廊づくり（鳥取県因幡地域・兵庫県北但西部地域連携事業） 16,548

鳥取県智頭町 遊！楽！住！県境を越えた日本一の海幸・山幸回廊づくり（鳥取県因幡地域・兵庫県北但西部地域連携事業） 4,069

鳥取県八頭町 地域の宝・若桜鉄道の生き残りをかけた挑戦事業 29,530

鳥取県八頭町 遊！楽！住！県境を越えた日本一の海幸・山幸回廊づくり（鳥取県因幡地域・兵庫県北但西部地域連携事業） 14,247

鳥取県三朝町 「とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会」を核とする鳥取県中部圏域版ＤＭＯ整備実践事業 1,330

鳥取県三朝町 がんばる地域プラン事業 5,667

鳥取県湯梨浜町 「とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会」を核とする鳥取県中部圏域版ＤＭＯ整備実践事業 3,681

鳥取県湯梨浜町 東郷梨地域連携栽培プロジェクト事業 2,000

鳥取県琴浦町 「とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会」を核とする鳥取県中部圏域版ＤＭＯ整備実践事業 4,001

鳥取県北栄町 「とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会」を核とする鳥取県中部圏域版ＤＭＯ整備実践事業 3,242

鳥取県日吉津村 鳥取県西部圏域版「ＤＭＯ」推進調査事業 396

鳥取県日吉津村 鳥取県西部地域移住定住推進連携事業 164

鳥取県大山町 大山エコトラック事業 43,500

鳥取県大山町 鳥取県西部圏域版「ＤＭＯ」推進調査事業 889

鳥取県大山町 鳥取県西部地域移住定住推進連携事業 423

鳥取県南部町 鳥取県西部圏域版「ＤＭＯ」推進調査事業 682

鳥取県南部町 鳥取県西部地域移住定住推進連携事業 336

鳥取県南部町 南部町版ＣＣＲＣ事業 9,315
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地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）
先駆的事業分（タイプⅠ）の内示額一覧

地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

鳥取県伯耆町 鳥取県西部圏域版「ＤＭＯ」推進調査事業 682

鳥取県伯耆町 鳥取県西部地域移住定住推進連携事業 336

鳥取県日南町 鳥取県西部地域移住定住推進連携事業 207

鳥取県日野町 鳥取県西部地域移住定住推進連携事業 207

鳥取県江府町 鳥取県西部圏域版「ＤＭＯ」推進調査事業 404

鳥取県江府町 鳥取県西部地域移住定住推進連携事業 164

島根県 　Rubyを軸とした産学官民の連携　（しまねIT産業振興関連事業） 98,800

島根県 “神々”と“ご縁”観光総合対策事業 88,250

島根県 山陰版DMO広域観光推進事業 5,000

島根県 農林水産業の就業・定着総合対策 113,468

島根県 木質バイオマス県内全域集荷体制支援事業 72,000

島根県松江市 中海・宍道湖・大山圏域観光振興プロジェクト 20,600

島根県浜田市 シングルペアレント受入事業 8,629

島根県出雲市 中海・宍道湖・大山圏域観光振興プロジェクト 20,600

島根県安来市 中海・宍道湖・大山圏域観光振興プロジェクト 20,600

島根県雲南市 産業振興センターの機能強化による新たな雇用創出事業 14,200

島根県雲南市 若者チャレンジ推進事業 35,800

島根県飯南町 地域公共交通網形成計画策定事業 6,000

島根県西ノ島町 隠岐世界ジオパークを活用したブランド戦略事業 3,100

岡山県  「いいね！地方の暮らしフェア」開催事業（日本創生のための将来世代応援知事同盟共同事業） 5,200

岡山県 ものづくり岡山技術開発と新たな市場開拓支援事業 68,781

岡山県 農林水産物ブランディング＆海外販路拡大事業 68,463

岡山県倉敷市 データで紡ぐ高梁川流域連携事業 50,000

岡山県津山市 つやま企業サポート事業 40,000

岡山県津山市 バス利便性向上及び利用促進事業（実証実験） 10,000

岡山県玉野市 公共交通を軸とした瀬戸内国際芸術祭の推進及び地域活性化事業 50,000

岡山県笠岡市 地域の拠点となる空き家活用モデル事業 22,000

岡山県笠岡市 離島観光等情報受発信事業 14,500

岡山県井原市 星の三選・宙（ソラ）ガールイベント事業 3,523

岡山県高梁市 薬草栽培産地化促進事業 6,000

岡山県新見市 若者の定住促進に向けた働く環境と働く人材確保支援事業 9,150

岡山県瀬戸内市 太陽のまち　シビック・プライド推進事業 34,000

岡山県瀬戸内市 地域資源の高付加価値開発・販路開拓事業～大手百貨店と連携した地元特産品の発掘・企画・開発とブランド化による販売拡大 16,000

岡山県赤磐市 あかいわ移住・定住促進事業　「あかいわに戻ろう」プロジェクト 14,700

岡山県赤磐市 クラウドソーシングによる新しい働き方定着プロジェクト 10,000

岡山県真庭市 「木を使い切る真庭」の創出による雇用創出事業 35,500

岡山県真庭市 生ごみの資源化による地域産業創出事業 9,853

岡山県美作市 看護師等養成専修学校誘致事業 20,000

岡山県新庄村 女性のための「働く」と「暮らす」を両立するテレワーク人材創出事業 45,000

岡山県奈義町 奈義町版ＤＭO構築事業 14,904

広島県  「いいね！地方の暮らしフェア」開催事業（日本創生のための将来世代応援知事同盟共同事業） 6,112

広島県 せとうち観光（せとうちＤＭＯ）推進事業 174,175

広島県 ひろしま里山ウェーブ拡大プロジェクト・空き家活用検討事業 29,907

広島県 広島かき安定供給システム構築事業 13,790

広島県 都市圏魅力創造事業 9,250

広島県 働き方改革・女性活躍促進事業 17,500

広島県広島市 「協同労働」モデル事業 31,358

広島県広島市 「有給長期インターンシップ」モデル事業 3,219

広島県広島市 都市圏魅力創造事業 9,250

広島県呉市 呉地域産オリーブブランドの確立を通じた元気な地域づくりチャレンジ事業 15,000

広島県竹原市  “外国人観光客目線でつくる” 竹原ブラッシュアップアクションプラン策定及びHiroshima Free Wi-Fi設置事業 12,500

広島県三原市 ６次産業化による「みはらの森づくり」 13,800

広島県尾道市 尾道Life Style推進事業 30,000

広島県福山市 備後の魅力まるごと発信事業 10,263

広島県東広島市 観光振興事業 5,250

広島県東広島市 里山再生モデル構築事業 30,000

広島県安芸太田町 三段峡を核としたインバウンド基礎調査検討および基盤整備 29,160

広島県北広島町 農山村体験交流事業 25,170

山口県 ”やまぐち観光維新”推進事業～”県域版DMO”モデルの構築と”世界遺産”の活用と”攻めのインバウンド”対策～ 30,000

山口県  「いいね！地方の暮らしフェア」開催事業（日本創生のための将来世代応援知事同盟共同事業） 5,000
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地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）
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山口県 「明治日本の産業革命遺産」情報発信アプリ制作連携事業 5,000

山口県 技術力を活かした中堅・中小企業成長支援事業 88,659

山口県 九州・山口発ベンチャー支援プラットフォームの構築 1,066

山口県 若者の九州・山口ふるさと就職促進事業 4,600

山口県 創業するなら山口県推進事業 109,121

山口県 担い手支援日本一総合対策事業 71,676

山口県 夢あふれる中山間地域の実現！「やまぐち元気生活圏」づくり推進事業 57,098

山口県下関市 Challenge!! ニューファーマー・ニューフィッシャー支援事業（農漁業担い手育成事業） 5,404

山口県下関市 外国クルーズ客船誘致促進による地域農林水産物の販路拡大事業 20,000

山口県宇部市 新電力会社（ＰＰＳ）とともに進める、地域再生・ヘルスケア産業創出事業 15,160

山口県山口市 身近なテレビを活用した地域参加型ＩＣＴまちづくり推進事業　～Ｌアラートを活用した防災情報と地域情報の共有～ 12,000

山口県萩市 「明治日本の産業革命遺産」情報発信アプリ制作連携事業 5,000

山口県萩市 世界文化遺産とＩＴ技術を活用した地域一体型「学ぶ観光」構築事業 45,000

山口県岩国市 観光誘客戦略事業 17,993

山口県長門市 地域商社を核としたマーケットインの一次産業構築・強化事業 31,832

山口県柳井市 企業と離島地域が連携した特産品開発・販路開拓支援事業 6,500

山口県美祢市 美祢市ハッピー・シニアタウン事業（美祢市生涯活躍のまち構想） 5,800

山口県田布施町 しごと支援創生事業 10,000

山口県田布施町 田布施町農水産物ブランド化構築に係る調査・検討事業 15,370

徳島県  「いいね！地方の暮らしフェア」開催事業（日本創生のための将来世代応援知事同盟共同事業） 6,500

徳島県 「大胆素敵とくしま」世界へ発信事業 94,700

徳島県 「農林水産業」新たな担い手まるごと支援事業 128,000

徳島県 光ブロードバンド環境活用事業 80,000

徳島県 徳島型CCRC構築推進事業 74,500

徳島県美馬市 うだつの町並み再生プロジェクト推進事業 13,000

徳島県美馬市 シニアパワーの活用を通じた「生涯活躍のまち」（美馬市版ＣＣＲＣ）推進事業 14,000

香川県  「農・食・健」連携型「健康・長寿の産業化・地域ブランド化」推進事業　（広域連携による「しごと」づくりと地域づくりモデル） 325,000

香川県高松市 「海の復権　瀬戸内国際芸術祭2016」の開催による交流人口拡大と地域の絆づくり推進事業 50,000

香川県丸亀市 「海の復権　瀬戸内国際芸術祭2016」の開催による交流人口拡大と地域の絆づくり推進事業 2,200

香川県丸亀市 高齢者や若者がいきいき暮らせるまちづくり　『丸亀式包括ケア』 15,100

香川県丸亀市 子育てガンバレの気持ちをつなぐ子育て世代サポート事業 2,250

香川県丸亀市 瀬戸内中讃定住自立圏で取り組むAR技術を活用した歴史的・文化的景観等の復元と魅力のPRによる地域活力創造事業 20,000

香川県坂出市 「海の復権　瀬戸内国際芸術祭2016」の開催による交流人口拡大と地域の絆づくり推進事業 34,500

香川県善通寺市 瀬戸内中讃定住自立圏で取り組むAR技術を活用した歴史的・文化的景観等の復元と魅力のPRによる地域活力創造事業 10,000

香川県観音寺市 「海の復権　瀬戸内国際芸術祭2016」の開催による交流人口拡大と地域の絆づくり推進事業 2,000

香川県観音寺市 地域間連携による公共交通利用促進事業（コミュニティバス運行事業） 7,722

香川県さぬき市 “地域のヒト・モノ”を活用した地場産業活性化総合支援事業 11,400

香川県東かがわ市 地域コミュニティ活性化事業 17,850

香川県三豊市 「海の復権　瀬戸内国際芸術祭2016」の開催による交流人口拡大と地域の絆づくり推進事業 2,012

香川県三豊市 地域間連携による公共交通利用促進事業（コミュニティバス運行事業） 5,930

香川県三豊市 竹資源利活用事業化事業 6,470

香川県土庄町 「海の復権　瀬戸内国際芸術祭2016」の開催による交流人口拡大と地域の絆づくり推進事業 7,200

香川県小豆島町 「海の復権　瀬戸内国際芸術祭2016」の開催による交流人口拡大と地域の絆づくり推進事業 34,000

香川県小豆島町 ＩＣＴを活用した介護サービスの産業化を通じたまちづくり 16,000

香川県直島町 「海の復権　瀬戸内国際芸術祭2016」の開催による交流人口拡大と地域の絆づくり推進事業 22,100

香川県琴平町 瀬戸内中讃定住自立圏で取り組むAR技術を活用した歴史的・文化的景観等の復元と魅力のPRによる地域活力創造事業 20,000

香川県多度津町 「海の復権　瀬戸内国際芸術祭2016」の開催による交流人口拡大と地域の絆づくり推進事業 3,800

香川県多度津町 瀬戸内中讃定住自立圏で取り組むAR技術を活用した歴史的・文化的景観等の復元と魅力のPRによる地域活力創造事業 5,000

香川県まんのう町 瀬戸内中讃定住自立圏で取り組むAR技術を活用した歴史的・文化的景観等の復元と魅力のPRによる地域活力創造事業 25,000

愛媛県 サイクリングパラダイス愛媛　自転車新文化推進事業 54,715

愛媛県 愛媛で働く！ 次代を担う人材育成・確保事業 116,321

愛媛県 愛媛にヒトを呼び込む！ 人材還流促進事業 86,833

愛媛県 愛媛を売り込め！ えひめ営業推進事業 110,063

愛媛県松山市 瀬戸内・松山観光ビジネス戦略事業 50,000

愛媛県今治市 サイクルツーリズム推進事業費 12,070

愛媛県今治市 今治ブランド推進事業（今治タオル海外販路開拓支援事業） 30,000

愛媛県宇和島市 南予地域事業承継先紹介支援に係る官民連携事業 4,827

愛媛県八幡浜市 南予地域事業承継先紹介支援に係る官民連携事業 2,793

愛媛県大洲市 乾燥タケノコ生産拡大による竹林再生・利用促進事業 12,000

愛媛県大洲市 食・特産品のブランド力強化推進事業 32,000
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地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）
先駆的事業分（タイプⅠ）の内示額一覧

地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

愛媛県大洲市 南予地域事業承継先紹介支援に係る官民連携事業 2,998

愛媛県西予市 南予地域事業承継先紹介支援に係る官民連携事業 4,758

愛媛県上島町 上島町スマートアイランド推進検討事業 30,500

愛媛県内子町 内子町観光情報パンフレット及び観光サイト等多言語化対応事業 9,252

愛媛県内子町 南予地域事業承継先紹介支援に係る官民連携事業 1,972

愛媛県伊方町 南予地域事業承継先紹介支援に係る官民連携事業 1,746

愛媛県松野町 南予地域事業承継先紹介支援に係る官民連携事業 1,476

愛媛県鬼北町 南予地域事業承継先紹介支援に係る官民連携事業 1,724

愛媛県愛南町 南予地域事業承継先紹介支援に係る官民連携事業 2,188

高知県  「いいね！地方の暮らしフェア」開催事業（日本創生のための将来世代応援知事同盟共同事業） 5,041

高知県 あったかふれあいセンター事業（地方創生） 113,682

高知県 高知版ＣＣＲＣ構想策定等事業 11,525

高知県 産学官民連携センター推進事業 44,083

高知県 四万十・足摺エリア誘客促進連携事業 10,000

高知県 事業承継・人材確保支援事業費 58,341

高知県 集落活動センター推進事業 145,789

高知県高知市 土佐山百年構想推進事業 30,403

高知県須崎市 「奥四万十博覧会」開催による広域観光推進連携事業 10,264

高知県宿毛市 四万十・足摺エリア誘客促進連携事業 13,131

高知県土佐清水市 観光インターンシップ推進事業 2,836

高知県土佐清水市 四万十・足摺エリア誘客促進連携事業 13,731

高知県四万十市 四万十・足摺エリア誘客促進連携事業 23,583

高知県本山町 アウトドアの里づくり事業（アウトドアビジターセンター） 17,600

高知県土佐町 土佐町版CCRC 13,698

高知県大川村 大川村土佐はちきん地鶏生産技術向上事業 12,065

高知県仁淀川町 平成27年度仁淀川町林業家育成事業 49,470

高知県中土佐町 「奥四万十博覧会」開催による広域観光推進連携事業 10,264

高知県佐川町 自伐型林業を核とした雇用づくりと地域活性化事業 50,000

高知県梼原町 「奥四万十博覧会」開催による広域観光推進連携事業 10,264

高知県津野町 「奥四万十博覧会」開催による広域観光推進連携事業 10,264

高知県四万十町 「奥四万十博覧会」開催による広域観光推進連携事業 10,264

高知県大月町 四万十・足摺エリア誘客促進連携事業 2,701

高知県三原村 四万十・足摺エリア誘客促進連携事業 787

高知県黒潮町 黒潮町缶詰製作所支援事業 37,377

高知県黒潮町 四万十・足摺エリア誘客促進連携事業 6,067

福岡県 「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界文化遺産登録推進事業 20,935

福岡県 「明治日本の産業革命遺産」情報発信アプリ制作連携事業 5,000

福岡県 九州・山口発ベンチャー支援プラットフォームの構築 1,064

福岡県 若者の九州・山口ふるさと就職促進事業 6,396

福岡県 中小企業振興事業 104,379

福岡県北九州市 「明治日本の産業革命遺産」情報発信アプリ制作連携事業 5,000

福岡県北九州市 世界文化遺産登録を契機とした観光産業の充実・強化（ＤＭＯ機能強化など） 17,500

福岡県北九州市 北九州市版ＣＣＲＣ（生涯活躍のまち）モデル検討事業 10,000

福岡県福岡市 ＭＩＣＥによる福岡版クールジャパンの推進 50,000

福岡県大牟田市 「明治日本の産業革命遺産」情報発信アプリ制作連携事業 5,000

福岡県久留米市 移住・定住推進事業　～　官民連携　人を呼び込むプラン　～ 23,879

福岡県久留米市 健康・安心生活推進事業　～　『官民連携によるメディカルシティ』　安心が得られる都市へ　～ 16,375

福岡県飯塚市 ワンストップ型オープンイノベーション拠点整備事業 5,000

福岡県柳川市 地元住民の地域版ＤＭＯによる有明海と干拓地を活用した「滞在力」強化事業 20,000

福岡県豊前市 漁業の６次産業化サポート事業 19,501

福岡県中間市 「明治日本の産業革命遺産」情報発信アプリ制作連携事業 5,000

福岡県中間市 世界遺産を活用した観光プロモーション事業 25,000

福岡県筑紫野市 筑紫野市「ひと・まち・みらい」みんなで創る交通アクセス事業 35,903

福岡県宗像市 「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界文化遺産登録推進事業 14,396

福岡県福津市 「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界文化遺産登録推進事業 8,475

福岡県うきは市 地理的環境分析に基づく農業等の戦略的ブランド化プロジェクト(うきはテロワールプロジェクト) 30,000

福岡県朝倉市 朝倉市と企業コンソーシアムによる農業活性化事業 38,680

福岡県朝倉市 朝倉市版ＣＣＲＣイニシアティブ事業 11,320

福岡県みやま市 みやまスマートコミュニティプロジェクト（電力の地産地消化） 50,000

福岡県糸島市 糸島市版ＤＭＯ創設基盤づくり事業 17,630
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地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）
先駆的事業分（タイプⅠ）の内示額一覧

地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

福岡県糸島市 木材の市内活用型サプライチェーン構築事業 29,700

福岡県小竹町 小規模自治体型ＣＣＲＣスタートアップ事業 24,250

福岡県鞍手町 学校まるごとアニメ事業（廃校舎利用による観光を伴うサブカルチャービジネスと創業支援事業） 37,500

福岡県筑前町 食のビジネス応援します！六次化まるっとサポート事業 4,427

福岡県大刀洗町 企業連携ｗｉｎ－ｗｉｎプロジェクト 5,300

福岡県川崎町   　　　新規就農者研修からの農業の担い手確保及び高齢化対策検討事業　　　　　～　後継者NO！（農）から農How活用　～　　　　　 19,490

福岡県福智町 先駆的多機能型「小さな拠点施設」における「ものづくり拠点（ファブラボ）機能」拡充事業 28,200

福岡県築上町 戦国のムラ・宇都宮氏の家臣屋敷再生活用事業 12,266

佐賀県 ”農村の魅力の磨き上げ”　　さが農村ビジネス創出事業 10,750

佐賀県 「明治日本の産業革命遺産」情報発信アプリ制作連携事業 5,000

佐賀県 こだわりの佐賀ん酒ブランドプロモーション事業 66,800

佐賀県 九州・山口発ベンチャー支援プラットフォームの構築 1,050

佐賀県 佐賀暮らしの魅力発信（移住促進）事業 75,100

佐賀県 若者の九州・山口ふるさと就職促進事業 4,652

佐賀県 忍者を活用した観光誘客推進事業 8,640

佐賀県佐賀市 「明治日本の産業革命遺産」情報発信アプリ制作連携事業 5,000

佐賀県佐賀市 台湾販路開拓強化事業 26,667

佐賀県伊万里市 “山の里・浜の里地域連携”波多津町小さな拠点づくり事業 6,490

佐賀県武雄市 空き家情報及び利活用（子どもの居場所づくり、地域資源活用拠点づくり、ＵＪＩターン入居物件整備）情報見える化事業(データベース整備） 18,700

長崎県 「明治日本の産業革命遺産」情報発信アプリ制作連携事業 5,000

長崎県 ＶＩＳＩＴあまくさ・しまばらプロジェクト推進事業 15,000

長崎県 ながさき「しまねこ」プロジェクト 35,200

長崎県 九州・山口発ベンチャー支援プラットフォームの構築 1,050

長崎県 若者の九州・山口ふるさと就職促進事業 5,000

長崎県 小さな楽園プロジェクト 36,000

長崎県 世界遺産の登録を契機とした観光ステップアップ事業 59,530

長崎県 長崎県スポーツコミッション設置運営事業 48,890

長崎県長崎市 「明治日本の産業革命遺産」情報発信アプリ制作連携事業 5,000

長崎県長崎市 外国人観光客おもてなし事業費 12,167

長崎県松浦市 離島丸ごとひとづくり～水産資源を生かした自立・自走による地域ブランド化と新市場の創造～ 43,000

長崎県対馬市 対馬の農林水産業担い手・「林業女子」育成及び「人財」発掘事業 18,000

長崎県壱岐市  WEB・アプリ開発技能者育成・教育事業～離島で収入が得られるＷＥＢ・アプリ開発事業の創生のために～ 35,400

長崎県壱岐市 重要交通インフラである運航情報のリアルタイム発信事業 9,500

長崎県西海市 定住促進環境整備事業 2,000

長崎県南島原市 プレミアム特産品『地産地送』構築事業 7,150

長崎県時津町 質の高い農業の推進事業 5,722

長崎県佐々町 佐々版CCRC導入可能性調査事業 12,000

熊本県 「明治日本の産業革命遺産」情報発信アプリ制作連携事業 5,000

熊本県 ＶＩＳＩＴあまくさ・しまばらプロジェクト推進事業 19,000

熊本県 くまもと型農業者育成総合支援事業 118,474

熊本県  くまもと県南フードバレー 地域連携プラットフォーム構築事業（広域セット商品を柱とした売れる商品づくりのためのＰＤＣＡサイクル確立） 69,506

熊本県 くまもと元気しごと創りプロジェクト 69,505

熊本県 外国人観光客に対する「おもてなし」向上プロジェクト 100,000

熊本県 九州・山口発ベンチャー支援プラットフォームの構築 1,179

熊本県 若者の九州・山口ふるさと就職促進事業 5,276

熊本県 農業を通した環境価値の創造と土着天敵等環境資源活用新ビジネスモデル構築事業 46,905

熊本県 肥薩おれんじ鉄道を核とした熊本・鹿児島広域連携誘客事業 20,550

熊本県熊本市 熊本遺産魅力発信事業（ストーリー性を持った文化・観光施策の展開） 22,200

熊本県八代市 物流港での海外大型クルーズ船等の受入れによる地域経済活性化事業 35,200

熊本県人吉市 「G空間×近未来技術」を活用したスマート林業構築事業 40,000

熊本県荒尾市 「明治日本の産業革命遺産」情報発信アプリ制作連携事業 5,000

熊本県宇土市 機能性野菜を活用したプラットフォーム創出事業 3,000

熊本県上天草市 ブラッシュアップ商品販路拡大事業 17,930

熊本県宇城市 「明治日本の産業革命遺産」情報発信アプリ制作連携事業 5,000

熊本県宇城市 地域主体の空家利活用・移住促進システム構築事業 6,000

熊本県宇城市 日本版DMO体制整備に向けた観光マネジメント強化事業 7,999

熊本県天草市 地域商社　「天草宝島物産公社」　を核とした販路開拓による産業振興事業 25,308

熊本県合志市 市民の健康と財政の健康を実現する「健康都市こうし」推進事業 50,000

熊本県大津町  大津町次世代チャレンジプロジェクト～地域住民の「共創」による空き家リノベーションの推進～ 2,700

熊本県大津町  大津町次世代チャレンジプロジェクト～地域住民の「共創」による地元特産品を活用した商品開発とその商品を活用した観光事業の展開～ 3,000
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地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）
先駆的事業分（タイプⅠ）の内示額一覧

地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

熊本県菊陽町 多文化共生による定住促進事業 5,310

熊本県高森町 「高森式DMO（仮称）まちづくり会社」設立に向けた実践事業 30,886

熊本県益城町 近代女子教育の発祥の地から発信する　“ウーマンドリーム”　事業 5,500

熊本県芦北町 地域丸ごと耕すＪＡ農業参入事業 29,606

熊本県湯前町 終着駅効果と特色ある地域資源を活用した若者が魅力を感じるまちづくり事業 12,000

大分県 インバウンド総合対策事業 55,194

大分県 ネットワーク・コミュニティ構築事業 39,000

大分県 九州・山口発ベンチャー支援プラットフォームの構築 1,066

大分県 産業活力創造戦略推進事業 92,352

大分県 若者の九州・山口ふるさと就職促進事業 5,582

大分県大分市 　中小企業総合支援事業 50,000

大分県別府市 「生涯活躍のまち」（別府市版CCRC）と「観光筋力増強」（別府市版DMO）に挑むための別府市産業連携・協働プラットフォーム（B-biz LINK）設立に向けての調査研究事業 25,700

大分県中津市 ３次元造形技術活用事業（起業・創業支援） 8,476

大分県中津市 カキ養殖振興事業 9,000

大分県日田市 日田梨ブランド戦略強化事業 27,483

大分県臼杵市 ＩＣＴを活かした医療・福祉空間で”うすき時間”体感事業 17,796

大分県竹田市 世界に冠たる日本の温泉資源活用による「国民の健康づくり」と「予防医療の増進」「新たな観光戦略」事業 28,000

大分県豊後高田市 広域連携アンテナショップ事業 8,329

大分県豊後高田市 千年の時を刻む心いやす郷づくり推進事業 12,000

大分県杵築市 広域連携アンテナショップ事業 14,000

大分県宇佐市 小さな拠点づくりと移住促進事業 15,253

大分県国東市 広域連携アンテナショップ事業 12,000

大分県姫島村 広域連携アンテナショップ事業 1,100

大分県日出町 「日出の幸」ブランド化推進事業 14,000

大分県玖珠町 玖珠町グランドデザイン事業 6,015

宮崎県  「いいね！地方の暮らしフェア」開催事業（日本創生のための将来世代応援知事同盟共同事業） 6,406

宮崎県 「食の信頼を科学する」日本一の食品開発支援拠点づくり事業 31,660

宮崎県 アグリプレナーが拓くみやざき農業新時代創造事業 160,485

宮崎県 九州・山口発ベンチャー支援プラットフォームの構築 1,172

宮崎県 若者の九州・山口ふるさと就職促進事業 4,795

宮崎県 総合農業試験場発「食品分析法人」育成事業 90,874

宮崎県宮崎市 新規就農者中古ハウス再利用支援事業 23,000

宮崎県都城市 リノベーションを活用したまちづくり推進事業 8,971

宮崎県都城市 移住・定住促進パートナーシップ事業 28,350

宮崎県日南市 先端計測とAIシステムを活用した「営農」における「創客創人」事業 26,950

宮崎県日向市 日向市発！耳川流域森林資源循環利用モデル推進事業 17,500

宮崎県串間市 　くしまコンシェルジェ推進事業 1,073

宮崎県串間市 起業既業支援プロジェクト事業 1,600

鹿児島県 「明治日本の産業革命遺産」情報発信アプリ制作連携事業 5,000

鹿児島県 九州・山口発ベンチャー支援プラットフォームの構築 1,251

鹿児島県 若者の九州・山口ふるさと就職促進事業 4,925

鹿児島県 大隅農業・加工技術研究プロジェクト 170,000

鹿児島県 肥薩おれんじ鉄道を核とした熊本・鹿児島広域連携誘客事業 20,550

鹿児島県鹿児島市 「明治日本の産業革命遺産」情報発信アプリ制作連携事業 5,000

鹿児島県鹿屋市 大隅広域観光連携体制構築事業 525

鹿児島県西之表市 先端芸術によるにぎわい創出事業 23,412

鹿児島県西之表市 文化的・地域的特徴を活かした持続的コミュニティの共創拠点事業 7,175

鹿児島県薩摩川内市 「メイドイン薩摩川内ＬＥＤ灯」販路開拓プロジェクト 24,000

鹿児島県薩摩川内市 竹バイオマス産業都市構想推進事業 26,000

鹿児島県霧島市 霧島発農業創生大学プロジェクト事業 20,000

鹿児島県奄美市 奄美大島ＤＭＯ（Ｗｅｂプラットフォーム構築）事業 16,000

鹿児島県奄美市 奄美大島DMO（組織構築）事業 2,600

鹿児島県奄美市 奄美大島サンセットプロモーション事業 700

鹿児島県十島村 黒毛和種優良肉用繁殖雌牛導入事業 21,450

鹿児島県さつま町 地域生活支援体制づくり事業 3,032

鹿児島県長島町  長島おいしいプロジェクト（長島の基幹産業である農業・水産業のブランドづくりと長島大陸が誇る食を核にした交流人口の拡大） 50,000

鹿児島県湧水町 アーモンド等果樹推進事業 18,364

鹿児島県東串良町   大学進学支援拡充による東串良町活性化プロジェクト（通信制大学入学・履修支援拠点形成事業） 6,048

鹿児島県東串良町 英会話教育支援による東串良町保育園児英会話力取得プロジェクト 3,510

鹿児島県肝付町 「宇宙の町」きもつきのファンづくり事業 14,500
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鹿児島県大和村 奄美大島ＤＭＯ（Ｗｅｂプラットフォーム構築）事業 16,000

鹿児島県大和村 奄美大島DMO（組織構築）事業 2,600

鹿児島県大和村 奄美大島サンセットプロモーション事業 700

鹿児島県宇検村 奄美大島ＤＭＯ（Ｗｅｂプラットフォーム構築）事業 16,000

鹿児島県宇検村 奄美大島DMO（組織構築）事業 2,600

鹿児島県宇検村 奄美大島サンセットプロモーション事業 700

鹿児島県瀬戸内町 奄美大島ＤＭＯ（Ｗｅｂプラットフォーム構築）事業 16,000

鹿児島県瀬戸内町 奄美大島DMO（組織構築）事業 2,600

鹿児島県瀬戸内町 奄美大島サンセットプロモーション事業 700

鹿児島県龍郷町 奄美大島ＤＭＯ（Ｗｅｂプラットフォーム構築）事業 16,000

鹿児島県龍郷町 奄美大島DMO（組織構築）事業 2,600

鹿児島県龍郷町 奄美大島サンセットプロモーション事業 700

鹿児島県徳之島町 ふるさと環境再生事業 8,729

鹿児島県徳之島町 島暮らし促進事業 3,528

鹿児島県伊仙町 離島版CCRCの推進による地方創生 49,742

鹿児島県和泊町 沖永良部島観光イノベーション連携事業 6,720

鹿児島県知名町 沖永良部島観光イノベーション連携事業 8,001

鹿児島県与論町 与論町観光振興型総合地域活性化事業 30,000

沖縄県 九州・山口発ベンチャー支援プラットフォームの構築 1,267

沖縄県 離島観光・交流促進事業【島たび助成】 12,986

沖縄県石垣市 サンゴ保全活動における新たな観光事業の創出 49,000

沖縄県宮古島市 ＩＣＴを活用した介護サービスの産業化を通じたまちづくり 47,000

沖縄県今帰仁村 大学生アンバサダーを活用した今帰仁村観光開発・移住促進事業 48,542

沖縄県金武町 金武町の歴史・文化・自然を融合するＩＣＴ観光地域づくり事業 25,850

沖縄県久米島町 コワーキングスペース整備によるICTを活用した移住・定住促進事業 31,080
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