資料６

地方創生加速化交付金の
交付対象事業における特徴的な取組事例

平成28年3月18日
内閣府 地方創生推進室

○特徴的な事例一覧
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ローカルイノベーション

農林水産業の成長産業化
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観光振興
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北海道くしろ地域･東京特別
取手市創業支援事業「起 積丹の町村連携による地域 十勝アウトドアブランディン
区交流推進事業（北海道、
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釧路市他７市町村、東京都
県取手市）
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地方移住・人材育成

生涯活躍のまちの推進

働き方改革

まちづくり

小さな拠点

東日本大震災の経験・復興
「大人の社会塾」を中心とし
生涯活躍のまち 上士幌創 なでしこ応援・女性の活躍 プロセスを活用した交流活 人とモノの流れを再生する
た人材育成による地域活
生包括プロジェクト事業（北 推進事業（北海道、札幌
動拠点づくり事業（廃校舎 小さな拠点整備事業（宮城
性化事業（山形県高畠町他
海道上士幌町）
市）
の利活用）（岩手県陸前高 県七ヶ宿町）
６市町）
田市）

遠野市中心市街地再生を
海・山・川！！障がい者が
中越文化・観光産業支援機
地域商社を核としたマー
IoT仲間まわしによる中小
満喫するバリアフリーレ
第２のふるさと・いばらきプ 基軸とした生涯活躍のまち
ケットイン地場産業構築・強 構（仮称）による歴史資源を
ジャーと地域づくりの相互連 ロジェクト推進事業（茨城 づくりプロジェクト～遠野
2 企業の生産性向上プロ
化によるしごと創生事業（山 活かした観光振興（新潟県
BREW 遠野物語第２章～
ジェクト（東京都大田区）
携事業（北海道、江差町他 県、石岡市他15市町）
長岡市他11市町）
口県長門市）
（岩手県遠野市）
６町）

「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
（秋田県湯沢市）

ジャパンブランド「健康長
寿」推進事業～“SAKU
林業の再生に向けた多摩
3 Health-care model”の構 産材活用モデル事業（東京
築・展開を目指して～（長 都八王子市）
野県佐久市）

女性が輝く！農村新産業 リノベーションまちづくり加
創出事業（長野県川上村） 速化事業（静岡県沼津市）

飯田下伊那地域における
日本版DMO「美しい伊豆創
航空機産業分野の人材育
造センター」による広域観 福島県北５市町誘客推進事
南部町版ＣＣＲＣ推進事業
成と技術開発力の強化 広
光地域づくり事業（静岡県 業（福島県福島市他４市町）
（鳥取県南部町）
域連携事業（長野県飯田市
函南町他12市町）
他13町村）

「世界遺産追加登録」を契 「忍者」のマーケティング・
美濃和紙ブランドの価値 低温プラズマ技術実装化推
機とした外国人観光客の長 セールス推進事業（三重
4 向上・発信事業（岐阜県、 進事業（愛知県幸田町、豊
期滞在型周遊（和歌山県、 県、神奈川県、長野県、滋
根村）
美濃市）
賀県、佐賀県他５市）
高野町他３市町）

城下町高田の歴史・文化を
東部地区暮らしがつづく集
いかした「街の再生」～コン
落づくり事業（奈良県川上
パクトシティによるまちづくり
村）
（新潟県上越市）

美馬市生涯活躍のまちモデ 都市と地方をつなぐ就労支 元気育成にぎわいコムーネ ＳＡＴＯＹＡＭＡ ＭＯＶＥＭＥ
ル推進加速化事業（徳島県 援カレッジ事業（大阪府泉 （自治都市）創出事業（大阪 ＮＴ拠点事業（島根県邑南
美馬市）
佐野市、青森県弘前市）
町）
府泉南市）

津山版地域イノベーショ
ン・プラットフォームによる
5
強い産業の創出事業（岡
山県津山市）

京都府北部地域連携都市
自転車による琵琶湖一周
放棄田等利活用モデル（仮
圏広域観光推進事業（海の
「ビワイチ」による”体験型観
称）綿の里を活用した「綿人
京都ＤＭＯ地域活性化推
光ネックレス”創造事業 （滋
（わたびと）」づくり事業（兵
進）（京都府、福知山市他６
賀県、大津市他３市）
庫県加古川市）
市町）

「金魚が泳ぐ城下町」賑わい
シングルペアレント受入事
創出事業（奈良県大和郡山
業（島根県浜田市）
市）

西粟倉ローカルベン
6 チャー増殖・拡大加速化
事業（岡山県西粟倉村）

「食」と「連携」による東九州
新時代創生事業～東九州
（仮称）曽爾村農林業公社と
山陰DMOの広域観光推進
（延岡・佐伯）バスク化構想
地域創業の連携によるしご
事業（鳥取県、島根県）
～（宮崎県延岡市、大分県
と創生事業（奈良県曽爾村）
佐伯市）

官民広域連携による創業・
子育て・教育応援等の施策 「みはら食 三本の矢」によ
実行を通じた女性活躍地 る三原創生事業（広島県三
域創業事業（熊本県合志 原市）
市他２市町）
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地域商社「㈱西土佐ふるさ
と市」を核とした地域創造事
業（高知県四万十市）

仁淀ブルーを活用したＤＭ
自伐型林業を核とした雇用
日本一の創業県やまぐち
Ｏ観光地域づくりの連携事
創出と地域活性化事業（加
推進事業（山口県）
業（高知県、いの町他５市
速化）(高知県佐川町)
町村）

地域の仕事を増やす！え
ＶＩＳＩＴあまくさ・しまばらプロ
香春町で実現「半農半Ｘ」プ
ジェクト推進事業（熊本県、
8 ひめの産業力底上げ・強
ロジェクト（福岡県香春町）
化事業（愛媛県）
長崎県他５市町）
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世界文化遺産登録に向け
た阿蘇草原再生プロジェクト
（熊本県、南小国町）

10

新産業創出支援事業（鹿児
島県日置市）
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「日本版 CCRC」構想の推進
事業名
生涯活躍のまち 上士幌創生包括プロジェクト事業
交付予定額
45,000 千円
地方公共団体名
北海道上士幌町（かみしほろちょう）
～既存の人口減少施策を「生涯活躍のまち」と連動、アクティブシニア学びの場の設立～
都市部からの移住希望のマーケティング・募集を進めながら、
「農業（家庭菜園等）」、
「体育（熱気球や登山等）」、
「保健福祉（地域貢献ボランティア、認知症予防等）」のカリキュラムを準備し、アクティブシニアが学べる場（ア
クティブシニア生涯学習大学）を設立するとともに、まちのコンパクト化、地域包括ケアの構築、世代間交流の活
性化等を結び付けつつ、まちづくり会社を設立して自主財源による生涯活躍のまちづくりの運営を進めていく。
事業概要
＜重要業績評価指標（KPI）＞
【29 年 3 月】参加(移住)希望相談件数：200 件
移住希望者数：20 人
介護職員初任者研修受講(資格取得)者数：20 人
【30 年 3 月】介護職員初任者研修受講(資格取得)者数：20 人
事業名
地方公共団体名

事業概要

遠野市中心市街地再生を基軸とした生涯活躍のまちづくりプロジェクト
交付予定額
60,000 千円
～遠野 BREW 遠野物語第２章～
岩手県遠野市（とおのし）
～「タウン型生涯活躍のまち」の設立～
遠野市の活性化に関係している企業等の出資による生涯活躍まちづくり会社を中心に、遠野駅舎のコミュニテ
ィ・交流拠点化と併せて、空き家や空き店舗を活用した、高齢者デイサービス、サービス付き高齢者向け住宅の整
備等を進めていくとともに、インキュベーションファンドを設立し、大規模園芸団地、ホップ栽培、地ビール製造
等の生産性の高い産業の育成を進めていくことで、中心市街地の再生と生涯活躍のまちづくりを同時に実現してい
く。
＜重要業績評価指標（KPI）＞
【29 年 3 月】新規起業・創業創出数：１件
生涯活躍事業に関連する雇用者数：１人
空き家、空き店舗等の利活用：１件
【32 年 3 月】新規起業・創業創出数：６件
生涯活躍事業に関連する雇用者数：20 人
福祉関連施設の整備：３箇所
空き家、空き店舗等の利活用：10 件
21

事業名

南部町版ＣＣＲＣ推進事業

交付予定額

地方公共団体名

鳥取県南部町（なんぶちょう）

事業概要

～地域に根付いた地域振興協議会と連携した、住民主体の「生涯活躍のまち」づくり～
地方創生先行型交付金の先駆的事業分（タイプⅠ）を活用して進めている居住地や地域包括ケアシステムの整備
について、平成 28 年３月に事業推進主体となるまちづくり会社（NPO）を設立し、都市部のアクティブシニアに対
する情報発信、地域ニーズと移住希望者とのマッチングを進めていく。さらに、移住後の活動の場となる里山をテ
ーマにした各種講座（里山デザイン大学）、町民の主体的な介護予防の活動等を充実させていく。
＜重要業績評価指標（KPI）＞
【29 年 3 月】空き家を活用した移住者受入ＩＪＵターン：30 人
里山デザイン大学 以下の講座を移住者、町民等に提供する。
里山ものづくり講座・里山写真講座 各２回
里山ネイチャートレッキング講座 ８回
まちの保健室 健康に関する講座の開催：７か所×２回/月
【32 年 3 月】空き家を活用した移住者受入ＩＪＵターン：200 人
里山デザイン大学 以下の講座を移住者、町民等に提供する。
里山ものづくり講座・里山写真講座 それぞれ延べ 100 回
里山ネイチャートレッキング講座 延べ 100 回
まちの保健室 健康相談件数：1000 件/年
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68,464 千円

事業名

美馬市生涯活躍のまちモデル推進加速化事業

交付予定額

39,000 千円

地方公共団体名

徳島県美馬市（みまし）

事業概要

～移住促進拠点や大学のサテライトオフィス、「シニアパワー活用プログラム」を活用した事業推進～
「移住促進拠点を整備し、集中的に移住者を受け入れながら、徐々に地域の空き家等に転居してもらう」という
美馬市独自のモデルの下、移住支援コーディネーターや健康コンシェルジュの配置により生活をサポートしつ
つ、「元気な高齢者に出番をつくる」ための市独自のマッチングシステムである「シニアパワー活用プログラム」
の展開、モデルエリア内の「四国大学スーパーサテライトオフィス」における移住者への生涯プログラムの提供
を行い、美馬市出身者等から移住者を受け入れていく。
＜重要業績評価指標（KPI）＞
【29 年 3 月】「生涯活躍のまち」への高齢者の移住（住替え）者数：20 人
【32 年 3 月】「生涯活躍のまち」への高齢者の移住（住替え）者数：100 人

※この４事業を含め、「生涯活躍のまち」構想の推進に向けた事業は、112 事業（5 県 107 市町村）が交付対象事業となっている。
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