
過疎地域自立促進特別措置法の改正等の概要について

○ 平成１２年に制定された過疎地域自立促進特別措置法は、平成２２年の法改正により法期限が平成２８年３月末日ま
で延長され、さらに平成２４年の法改正により平成３３年３月末日まで再延長された。
○ 平成２２年の法改正の際、衆参総務委員会の決議等において、改正法施行後３年を目途として、平成２２年の国勢調
査の結果及び地方分権改革の進展状況等を勘案し、必要な措置を講ずることとされた。
○ これを受け、会派間で現行法の見直しに向けた協議が重ねられた結果、
以下を内容とする「過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案」がとりまとめられ、委員長提案の議員立
法として今国会に提出。
⇒ 衆議院は３月１４日、参議院は３月２６日にいずれも全会一致で可決、３月３１日に公布、４月１日から施行。

１ 主な経緯

○ 平成２２年国勢調査の結果に基づく過疎地域の要件の追加
・これまでの国勢調査の結果の反映手法を踏襲し、改正前の過疎地域の要件に加え、平成２２年国勢調査の
結果に基づく過疎地域の要件を追加（⇒２２団体を過疎関係市町村に追加）

○ 過疎対策事業債の対象施設の追加

・市町村所有の貸工場及び貸事務所

・地域鉄道

※ 新幹線、在来幹線、都市鉄道に該当する路線以外の鉄道路線。具体的には、省令で定める鉄道事業者等９１社。

・一般廃棄物処理のための施設（し尿処理施設を含む。）

・火葬場

・障害者福祉施設

・公立小中学校の屋外運動場及びプール

・市町村立高等学校の校舎、屋内運動場、屋外運動場、プール、寄宿舎、教員住宅及び通学バス等

・市町村管理の都道府県道

○ 施行期日は平成２６年４月１日

２ 概要
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１ 昭和４５年以来、四次にわたり議員立法として過疎法が制定。上水道・下水道、道路などの公共施設の整備などに一定の成果。
２ 過疎地域は、引き続く人口減少と著しい高齢化に直面し、様々な問題を生じており、実効性ある対策を切れ目なく講じる必要から、平成２２年に
法の期限をH２８年３月末日まで延長（６年間）。
３ さらに東日本大震災による過疎対策事業進捗の遅れ等を踏まえ、平成２４年に法の期限をH３３年３月末日まで再延長（５年間）。
４ 平成２２年法改正時の衆参両院総務委員会の決議等を踏まえ、平成２６年に、平成２２年国勢調査結果による過疎地域の要件を追加する等の法
改正を実施。

（過疎関係市町村） （全国） （過疎地域の割合）

関係市町村数（H26.4.5） 797 1,718 46.4 ％
人口（平22国調:万人） 1,136 12,806 8.9 ％
面積（平22国調: k㎡ ） 221,911 377,950 58.7 ％

過疎対策事業債による支援（H26計画額3,600億円（充当率100％、元利償還の７割を交付税措置））
・H22改正過疎法により、H22年度から、ハード事業を拡充するとともに、新たに「ソフト事業」も過疎債の対象とした。
・H26改正過疎法により、H26年度から、ハード事業を拡充した。

※その他の特別措置（①都道府県代行制度②国庫補助金（補助率のかさ上げ等）③金融措置④税制特例措置⑤地方税の課税免除等に伴う減収補てん措置）

Ⅰ 過疎対策の経緯

【現在の過疎地域の状況】

人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合
的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、過疎地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差
の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。

Ⅱ 過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年度～平成３２年度）

Ⅲ 過疎地域の要件

人口減少要件：（例）S40～H22(45年間）の人口減少率33%以上。
財政力要件：（例）H22～H24の財政力指数0.49.以下。

Ⅳ 過疎法に基づく施策

市町村毎に、「人口減少要件」
及び「財政力要件」より判定。

かつ

過疎法による過疎対策について

①産業の振興 ②交通通信体系の整備 ③生活環境の整備
④高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 ⑤医療の確保
⑥教育の振興 ⑦地域文化の振興等 ⑧集落の整備
⑨その他（自然エネルギー、防災等）
※上記事業に係る基金積み立ても可能

①市町村所有の貸工場及び貸事務所、②地域鉄道、③一般廃棄物処理のための施設（し尿処理施設を含
む。）、④火葬場、⑤障害者福祉施設、⑥公立小中学校の屋外運動場及びプール、
⑦市町村立高等学校の校舎、屋内運動場、屋外運動場、プール、寄宿舎、教員住宅及び通学バス等、
⑧市町村管理の県道
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過疎対策事業債は、過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）に基づく過疎地域の市町村が、過疎地域自立促進市町村計画に基
づいて行う事業の財源として特別に発行が認められた地方債である。
過疎対策事業債は、総務大臣が各都道府県に同意等予定額の通知を行い、各都道府県知事が市町村ごとに同意（許可）を行う。
その元利償還金の７０％は普通交付税の基準財政需要額に算入されることとなっている。

産
業
振
興
施
設
等

○地場産業、観光、レクリエーションに関する事業を行う法人
に対する出資
○産業の振興を図るために必要な市町村道及び市町村が管理する都道
府県道並びに農道、林道・漁港施設・港湾施設

○地場産業の振興に資する施設
○中小企業の育成又は企業の導入若しくは起業の促進のために市町
村が個人又は法人その他の団体に使用させるための工場及び事務所

○観光、レクリエーションに関する施設
○農林漁業の経営の近代化のための施設
○商店街振興のために必要な共同利用施設

厚
生
施
設
等

○下水処理のための施設
○一般廃棄物処理のための施設
○火葬場
○消防施設
○高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設
○障害者又は障害児の福祉の増進を図るための施設
○保育所、児童館
○認定こども園
○市町村保健センター及び母子健康センター
○診療施設
○簡易水道施設

交
通
通
信
施
設

○市町村道及び市町村が管理する都道府県道・橋りょう
○農林道
○電気通信に関する施設
○交通の便に供するための自動車、渡船施設
○住民の交通手段の確保又は地域間交流のための鉄道施設及び鉄道
車両並びに軌道施設及び軌道車両

○除雪機械

教
育
文
化
施
設

○市町村立の幼稚園
○公立の小中学校の校舎、屋内運動場、屋外運動場、
水泳プール、寄宿舎、教職員住宅、ｽｸｰﾙﾊﾞｽ･ﾎﾞｰﾄ、学校
給食施設・設備

○市町村立の高等学校の校舎、屋内運動場、屋外運動場、
水泳プール、寄宿舎、教職員住宅、ｽｸｰﾙﾊﾞｽ･ﾎﾞｰﾄ

○図書館
○公民館その他の集会施設
○地域文化の振興等を図るための施設

○自然エネルギーを利用するための施設
○集落再編整備

過疎地域自立促進特別事業
（いわゆるソフト対策事業）

○地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわ
たり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため特別に地方債を財源として行うことが必要と認
められる事業（基金の積立てを含む）

１ 対象事業

２ 地方債計画額
平成２６年度３，６００億円
平成２５年度３，０５０億円（当初）、３，１３９億円（改定後）

過疎対策事業債の概要

※ 下線は、H26年の法令改正により追加された事業である。
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１ Ｈ２２～Ｈ２６の状況 ２ 自立促進法における発行状況の推移

過疎対策事業債の発行状況について
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地方債計画額と発行（予定額）の推移

地方債計画額

発行（予定）額

◆Ｈ２２（ハード・ソフト）

発行予定額／計画額　＝　８４．２％ 計画額：2,700億円
＜ハード＞ ＜ソフト＞

発行予定額：1,902億円 発行予定額

①379億円

②662億円 ①／②（５７．３％）

◆Ｈ２３（ハード・ソフト）

発行予定額／計画額　＝　８９．３％ 計画額：2,900億円
＜ハード＞ ＜ソフト＞

発行予定額：2,131億円 発行予定額

①458億円

②702億円 ①／②（６５．２％）

◆Ｈ２４（ハード・ソフト）

発行予定額／計画額　＝　９５．５％ 計画額：3,115億円
＜ハード＞ ＜ソフト＞
発行予定額：2,410億円 発行予定額

①566億円

②７２７億円 ①／②７７．８％）

◆Ｈ２５（ハード・ソフト）

発行予定額／計画額　＝　９１．７％ 計画額：3,139億円
＜ハード＞ ＜ソフト＞
発行予定額：2,264億円 発行予定額

①616億円

②745億円 ①／②８２．６％）

◆Ｈ２６（ハード・ソフト）

計画額：3,600億円

＜ハード＞ ＜ソフト＞

（注）計画額は改定後の額である。 769億円

発行限度額総計

発行限度額総計

発行限度額総計

発行限度額総計

発行限度額総計



１ 対象事業

・地域医療の確保、住民に身近な生活交通の確保、集落の維持及び活性化などの住民の安全・安心な暮らしの確保 を
図るためのソフト事業へ拡充
・対象経費は次のようなものを除き、将来にわたり過疎地域の自立促進に資する事業を広く対象（出資及び施設整備費を除く）
①市町村の行政運営に通常必要とされる内部管理経費 ②生活保護等法令に基づき負担が義務づけられている経費
③地方債の元利償還に要する経費

・市町村ごとに総務省令により算定した額の範囲内で発行が可能
・Ｈ22年度は発行限度額の総計約６６２億円に対して発行予定額３７９億円（活用率：５７．３％）
・Ｈ23年度は発行限度額の総計約７０２億円に対して発行予定額４５８億円（活用率：６５．２％）
・Ｈ24年度は発行限度額の総計約７２７億円に対して発行予定額５６６億円（活用率：７７．８％）
・Ｈ25年度は発行限度額の総計約７４５億円に対して発行予定額６１６億円（活用率：８２．６％)
・Ｈ26年度は発行限度額の総計約７６９億円

２ 発行額

○ 医師確保事業（診療所開設費用補助）
○ ＩＣＴを活用した遠隔医療

①地域医療の確保

○ コミュニティバス、デマンドタクシー等の運行
○ バス路線維持に向けた民間バス事業者への補助

○ 農業の担い手・人づくり対策、６次産業化
○ 企業誘致・雇用対策（コミュニティビジネスの起業等）

○ 集落支援員の設置、集落点検や集落課題の話し合いの実施
○ 移住・交流事業（インターネット広報や空き家バンク等）

※その他 高齢者支援（配食サービス、通報システム）、
子育て支援、教育振興、森林対策、鳥獣被害対策、
伝統文化振興、自然エネルギー関係、防災対策 等

～具体的な事業例～

ソフト分の活用により市町村の実情に応じたきめ細かい対策が可能！

過疎対策事業債（ソフト分）について

②生活交通の確保

③集落の維持及び活性化

④産業の振興

62



・定住促進団地整備事業

・定住促進空き家活用事業

・集落等移転事業

・季節居住団地整備事業

（積算額 1.2億円＜交付率１／２＞）

先進的で波及性のあるソフト事業を幅広く支援

・生活の安心・安全確保対策

・移住・交流・若者の定住促進対策

・地域文化伝承対策 等

（積算額 2.0億円＜1事業につき1千万円＞）

過疎地域の廃校舎等の遊休施設を活用して行う

・生産加工施設

・資料展示施設

・教育文化施設

・地域芸能・文化体験施設

等の整備に対して補助

（積算額 0.8億円＜交付率１／３＞）

過疎地域等自立活性化推進交付金過疎地域等自立活性化推進交付金 平成27年度予算要求額 14.0億円

(2)過疎地域等自立活性化推進事業

(3)過疎地域集落再編整備事業
(4)過疎地域遊休施設再整備事業

基幹集落を中心として複数の集落で構成される

集落ネットワーク圏における取組をモデル的に支援

・生活の営み（日常生活支援機能）の確保

・生産の営み（地域産業）の振興

（積算額 10.0億円 ＜1事業につき2千万円以内＞ ）

(1)過疎地域等集落ネットワーク圏
形成支援事業

＜特別枠・新規＞

地域資源を活用

した過疎地域の

自立活性化の推進
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施策の概要

過疎集落等を対象に、継続的な集落の維持活性化のため、基幹集落を中心として複数の集落で構成される
集落ネットワーク圏において、「集約」と「ネットワーク化」を図りながら、生活の営み（日常生活支援機能）を確保す
るとともに、生産の営み（地域産業）を振興する取組をモデル的に支援する。

○ 市町村が集落ネットワーク圏の範囲や活性化の基本方針等を含む「集落ネットワーク圏計画」を作成

○ 集落ネットワーク圏を支える中心的な組織体制を確立しつつ、総合的な活性化プランを策定

○ 活性化プランに基づく「生活の営み」や「生産の営み」に係る事業を、地域住民等が地域内外の主体と連携して実施

（１）事業主体 集落ネットワーク圏を支える中心的な
組織（地域コミュニティ組織）、市町村等

（２）交付額 １事業あたり2,000万円以内
（３）平成27年度予算要求額内訳 1,000,000千円
（４）対象事業 集落ネットワーク圏の形成に係る取組

及び活性化プランに基づく活性化のため
の事業

＜事業のイメージ＞

取り組みのポイント

B集落

A集落

C集落

D集落

役場所在地域
・役場・病院・商店街
・事業所 ・駅

基幹集落
①総合サービス拠点

①
地
域
の
足
等

②定住支援

（地域内外）

※集落ネットワーク圏の範囲は、新旧小学校区、旧町村等を想定

集落ネットワーク圏における取組イメージ

・集落ネットワーク
圏計画を作成
・集落ネットワーク
圏の形成・活動
を支援

市町村

・組織体制の確立
・活性化プランの作成

地域コミュ
ニティ組織 作成

具
体
的
事
業

集落ネットワーク圏

活性化
プラン

・集落ネットワーク
圏施策の推進
方針を提示

国

専門家等による支援

モデル
支援 様々な主体

と連携

・地域の総合
サービス拠点
整備
・定住支援
・地域の足確保
・見守りサービス

・小さなビジネス
の展開（特産品
開発等）

等

（１）過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業
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集落ネットワーク圏モデル事業イメージ

市町村主導による
集落ネットワーク圏
の形成に向けた話合い

協議

地域コミュニティ組織の
組織体制確立

活性化プランの作成

・集落ネットワーク圏
計画を作成

事業化
専門家に
よる支援

市町村

・組織体制の確立
・活性化プランの作成

集落ネットワーク圏

① 買い物支援・交通支援対策
・ インターネットを利用した買物支援
システムの導入

② 見守り等の高齢者福祉対策
・ 高齢者や交通弱者世帯に燃料配達
をするための車両整備

③ 防災対策
・ 地区合同避難訓練や地区防災マッ
プの整備

生活の安全・安心確保

① 農業体験等の体験交流
・ 田植え・稲刈り・餅つき体験を通じた
地域内外住民との交流会開催

② 移住促進に向けたＰＲ活動等
・ 移住希望者を募集し、改修した空き
家をお試し住宅として活用

① 新たな特産品開発
・ 地域のシンボルである植物を用いた
新製品を大学と連携して開発

② 新たな産業の構築
・ 希少価値のある農産物の生産学習
会などを開催し、収益性の高い地域
農業を確立

③ 農産物等の販売促進
・ 特産農産物のマイスター検定や販
売ルート開拓、即売会のイベント開催
によりブランド化・販売促進

都市と地域の交流・移住促進 産業振興

① 伝統文化の保存・伝承
・ 地域伝統の踊りを次世代に継承す
るため、途絶えていた祭りを復活

地域文化の保存・伝承

様々な主体との連携
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取り組みのポイント

施策の概要

過疎地域市町村等を対象に、過疎地域における産業振興、生活の安心・安全確保対策や定
住促進対策などの喫緊の諸課題に取り組みを支援する。

○ 過疎地域における喫緊の諸課題に対応するためのソフト事業による対策
○ 過疎地域市町村等が取り組む先進的で波及性のある事業をモデル的に推進

（１）事業主体 過疎地域市町村等
（２）交付額 １事業あたり1,000万円
（３）平成27年度予算要求額内訳 200,000千円

（２）過疎地域等自立活性化推進事業

（４） 対象事業 おおむね以下の分野に該当するソフト事業

① 産業振興

② 生活の安心・安全確保対策

③ 集落の維持・活性化対策

④ 移住・交流・若者の定住促進対策

⑤ 地域文化伝承対策

⑥ 環境貢献施策の推進
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（３）過疎地域集落再編整備事業
○事業の内容

（１）事業の種類

①定住促進団地整備事業

地域における定住を促進するため、基幹的な集落等に住宅
団地を造成するために必要な経費に対して補助を行う。

②定住促進空き家活用事業

地域の空き家を活用し、地域における定住を促進するため、
基幹的集落に点在する空き家の改修に必要な経費に対して補
助を行う。

③集落等移転事業

基礎的条件が著しく低下した集落又は孤立散在する住居を
基幹的な集落等に移転させるために必要な経費に対して補助
を行う。

④季節居住団地整備事業

交通条件が悪く、公共サービスの確保が困難な地域に存する
住居で、冬期間など季節的に居住するための団地を造成するた
めに必要な経費に対して補助を行う。

（２）事業主体

過疎地域市町村

（３）交付率

１／２以内

（４）平成27年度予算要求額内訳

117,153千円

○事業のイメージ図

役場 学校

診療所
基幹的な集落等に
住宅団地を整備

ＵＩターン 基幹的な集落への移転

町村内の周辺地区都市部
- -

- -

- -

- -

定住団地の整備

放置された空き家

景観上・防災防犯上
も問題

空き家活用事業

ＵＩターンの受け皿として有効活用
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（４）過疎地域遊休施設再整備事業

○事業の内容

過疎地域には、廃校舎や老朽化して使用
されていない家屋等が数多く存在してい
る。こうした遊休施設を有効活用し、地域振
興や都市住民との地域間交流を促進する
ため、生産加工施設、資料展示施設、教育
文化施設、地域芸能・文化体験施設等の
整備に要する経費に対して補助を行う。

（１）事業主体

過疎地域市町村等

（２）交付率

１／３以内

（３）平成27年度予算要求額内訳

80,000千円

○事業のイメージ図

地域資源（自然・文化）を活用した地域の活性化

地域振興施設

都市との交流

地域間交流施設
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意 義

内 容

目 標

子ども農山漁村交流プロジェクト

関係省一体となった事業推進

送り手側（学校）を中心に支援
（活動支援、情報提供等）

小 学 校 農山漁村
農山漁村における農林漁業体験・宿泊体験

○児童生徒の健全育成を目的とした体験活動の
取組を推進
・宿泊体験活動を実施する学校等に対する支援
（活動支援・情報提供等）
・体験活動を推進するための課題等を検討

■いじめ対策等総合推進事業のうち

「健全育成のための体験活動推進事業」

補助率：対象経費の１／３

○受入地域づくりを全国的に拡大
・子どもを受け入れる農山漁村地域の受入体制
の整備に向けた総合的な支援
・受入地域と小学校の情報の共有化、連携
活動等の強化
・地域リーダーの育成及び体験プログラム
の開発等
■都市農村共生・対流総合対策交付金
補助率：定額、１／２等
■農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
補助率：定額、１／２等

受入側（農山漁村）を中心に支援
（受入体制の整備支援、情報提供等）

農 林 水 産 省

○地域の創意工夫、特性を活かした取組を中心に
支援
■子ども農山漁村交流による地域活性化モデル事業
（H25補正予算 0.3億円、H26当初予算 0.3億円）
・送り手(学校)側と受入側のコーディネート体制
等の構築
・子ども農山漁村交流プロジェクト研修、地方セ
ミナーによる情報提供等
■特別交付税による地方単独事業の支援
算入率：対象経費の１／２

地方の自主性に基づく取組を中心に支援

総 務 省文 部 科 学 省

・農山漁村での様々な体験を通じた子どもたちの生きる力の育成。

・ 「コミュニケーション能力」、「自主性・自立心」「学習意欲」などが向上。

・都市と農山漁村の交流を創出することによる農山漁村地域の再生や活性化。

・小学校の児童が行う宿泊体験活動。

・農山漁村での自然体験や農林漁業体験等を行う機会が確保されているもの。

・全国の小学校において一学年規模での体験活動の実施を目指す。
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子ども農山漁村交流による地域活性化モデル事業

小学校における農山漁村での宿泊体験活動（「子ども農山漁村交流プロジェクト」総務省、文部科学省、農林水産省の連携事業）の推進にあたり、
受入側の農山漁村では高齢化等により受入体制の整備に必要なマンパワーの不足など様々な課題が見られるようになっている。一方、送出側の小
学校では、教員の負担増が大きな課題となっており、受入地域との十分な調整、宿泊体験の実施が困難になっている。このようなことから、外部人
材等を積極的に活用することにより、送出側と受入側のコーディネートや宿泊体験活動を支援する体制を構築する。

Ｈ２５補正予算 ３０百万円
Ｈ２６当初予算 ３０百万円

小学校

市町村

学校と地域のコーディネート・宿泊体験活動の支援
◆小学校と活動地域・宿泊場所（民泊等）の調整（旅行業者、受入地域
協議会、ＮＰＯ法人等との連携）

◆宿泊体験活動プログラムの企画
◆宿泊体験活動の支援（緊急体制の構築等）

農山漁村農林漁業体験・宿泊体験活動

コーディネーター

連携・調整、一体的な支援

総務省

先行モデルの構築
モデル市町村において
実証調査、類型化

予算 平成２５年度補正予算 平成２６年度当初予算

対象 新たに小学生の宿泊体験活動の受入れに取り組む市町村において
実施。

既に小学生の宿泊体験活動の受入れに取り組んでいる市町村であ
り、コーディネーターを活用した推進体制の構築を検討している市町
村において実施。

対象

経費
１市町村あたり ２７０万円上限×９団体
・コーディネーター報酬等 ２００万円上限
・コーディネート経費（旅費、需用費、研修費等） ３０万円上限
・モデル校活動費 （宿泊費、バス借上料、保険料等） ４０万円上限

１市町村あたり ２５０万円上限×９団体
・コーディネーター報酬等 ２００万円上限
・コーディネート経費 （旅費、需用費、研修費等） ５０万円上限

コーディネーターを市町村等
（受入地域協議会、ＮＰＯ等を
含む）に設置して、小学生の
宿泊体験活動（モデル校とし
て２泊３日程度を想定）を受入
れ、役割や課題等を整理。
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事業概要

財政的制約等による公的
サービス供給能力の低下
財政的制約等による公的
サービス供給能力の低下

高齢化による
生活機能の低下
高齢化による
生活機能の低下

人口減少による集落の
生活支援機能の低下
人口減少による集落の
生活支援機能の低下

地域運営組織の
健全かつ持続的
な活動を確保す
るための課題解
決モデルを提案

地域で暮らす人々が中心となって形成され、小さな自治機能を果たしている地域運営組織が抱える資金確保の方法や人材育成の仕組み、多様な
活動にふさわしい組織形態のあり方などの課題について調査・研究を行う。

事業目的

暮らしを支える地域運営組織に関する調査研究事業 Ｈ２７当初 ： ０．３億円

事業例（H25調査研究事業）

秋田県横手市

【活動内容】
高齢化、人口減少の続く横手市周辺部集落にお
いて、これまでは自らが手がけていた雪下ろしに対
応できない世帯が増加。任意団体である共助組織
が雪下ろしを低価格で手がける。
例年にない豪雪の中、共助組織のある地域では、
早期に作業が行われた。

山口県山口市

【活動内容】
地元世帯が出資し設立した任意団体「地福ほほ
えみの郷協議会」により、撤退したスーパー跡地に
開設した交流型拠点スーパー「ほほえみの郷トイト
イ」を運営。
タブレット型端末を活用した見守りや買物支援を
実施。

島根県雲南市

【活動内容】
市内全域で概ね小学校区を単位とする任意の住
民組織「地域自主組織」が結成され、小規模多機
能自治の活動として、高齢者の見守り事業、配食
事業等を実施。
同様の取組を行っている伊賀市、名張市、朝来
市との共同研究を実施。

愛媛県今治市

【活動内容】
人口21人16世帯の限界集落である離島の津島
において、NPO法人「アクションアイランド」が津島
をフィールドとして島民と連携したボランティアツー
リズムを実施。
大学生が島を訪問し、高齢者の島民と交流し、
30年ぶりに秋祭りを復活させた。

地域住民が中心となって送迎、雪かき、見守り、買い物支援などの「暮らしを支える
活動」に有償で取り組んでいる組織。全国には1,600を超える組織があり、8割を超え
る市町村が必要性を感じている。

地域運営組織

様々な課題に直面

・組織の約８割は法人格を持たない
任意団体
・活動資金の多くを市町村補助金
に頼る現状
・福祉的な取り組みが大半で収益
事業的な展開は少ない
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生活支援サービス

条件不利地域においては、高齢化による生活機能の低下や、人口減少による地域の支援機能の低下が顕著となり、日常生活機能確保のため、
それぞれの地域課題に応じた生活支援サービスに対する需要が高まっている。小規模なコミュニティ組織が展開する買い物支援、コミュニティバス
の運行、声かけ・見守り等の生活支援サービスについて分析を行うとともに、地域の課題に具体的に取り組む事例を選定し調査研究を行ことで、条
件不利地域における日常生活機能を確保し、地域における持続可能な定住環境の整備を支援する。

事業目的

条件不利地域における日常生活機能確保のための実証事業 Ｈ２７当初 ： ０．３億円

総合的なもの 市町村役場の窓口代行
生活支援関係 コミュニティバスの運行、送迎サービス、雪かき・雪下ろし、庭の手入れ、弁当配達・給配食サービス、

買い物支援（配達・地域商店運営・移動販売など）
高齢者福祉関係 声かけ・見守り、高齢者交流サービス
子育支援関係 保育サービス、一時預かり
産業支援関係 農産物の庭先集荷、遊休農地の手入れ

事業のイメージ
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（４）情報収集と意見交換の場



連続講座「地域力創造と地域おこしのヒント」

主 催：地方公共団体（大学、関係団体等含む）
時間数：２時間×５コマ程度

会 場：民間施設、職員研修所等
対 象：地方公務員、地域おこしに参画する団体及びＮＰＯメンバー、

地域おこし協力隊員、集落支援員、学生等

講 師：総務省職員等

【25年度開催実績】
○政策研究大学院大学 参加者 ７３名
日時：平成25年５月28日～６月25日（毎週火曜 １８：３０～２０：３０）
場所：政策研究大学院大学（東京）
※政策研究大学院大学地域政策プログラムとの共同開催

【26年度開催実績】
○政策研究大学院大学 参加者 １２１名
日時：平成26年6月3日～7月1日（毎週火曜 １８：３０～２０：３０）
場所：政策研究大学院大学（東京）
※政策研究大学院大学地域政策プログラムとの共同開催

地方公務員のみならず、地域おこしに参画する団体やＮＰＯのメンバー、地域おこし協力隊員、集落支援員、学生等
を対象に、地域活性化に必要な「地域力」とは何か、地域おこしにおける住民と行政との協働のあり方、地域おこしに
必要な人材育成の方策、地域おこしのヒント等について、研鑽を積み、地域力を支える人材となれる方々の育成を目
的として、大学等と連携し、連続講座を開催。
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○ 目的
これまでの縦割り行政、削減型行政改革といった従来型の行政運営を根本から見直し、コスト意

識、スピード意識、サービス精神など経営感覚をもって地域をマネジメントする総合行政主体へ市町
村を変革することを目指し、それを支える地域の人材育成を目指します。

○ 講師陣

市町村長や地域経営に豊富な知識や経験を有する民間等経営者・学識経験者で構成
○ 塾生

主として市町村長、市町村幹部職員が対象
○ 実施内容等

・講演や講師を交えた意見交換会等を実施
・全国を対象に、自治大学校・市町村アカデミー等の
研修機関で開催（市町村長セミナー等）

○ 実績と主な講師
・２６年 ４月２４日（木）～２５日（金） 市町村職員中央研修所（市町村アカデミー）５５名
斎藤精一郎（株式会社NTTデータ経営研究所所長）、宮家邦彦（株式会社外交政策研究所代表）
関博之（総務省地域力創造審議官）、平田オリザ（劇作家／演出家、劇団「青年団」主宰）ほか

・２６年１０月２日（木）～３日（金） 全国市町村国際文化研修所（ＪＩＡＭ） ４５名
山折 哲雄（宗教学者・国際日本文化研究センター名誉教授）、
アレックス・カー（東洋文化研究者・特定非営利活動法人篪庵トラスト理事長）
広瀬 栄（兵庫県養父市長）、佐藤啓太郎（総務省地域自立応援課長）

※今後の予定
・２７年 １月８日（木）～９日（金） 市町村職員中央研修所（市町村アカデミー）
島田晴雄（千葉商科大学学長）、島田敏男（NHK解説主幹）、
佐藤文俊（総務省自治財政局長）、原田淳志（総務省地域力創造審議官） ほか

「地域経営塾」の推進について
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平成２６年度における人材研・人財塾の展開について

地域人材育成に関する調査研究
年3回程度

・都道府県・市町村の研修事例の整理 （→「地域づくり人育成

に関する手引き」の事例追加）

・国・都道府県・市町村が行う研修の役割について整理

人財塾
・JIAM（平成26年6月18日～20日）
・自治大（平成26年7月24日～25日）
・ＪＡＭＰ（平成26年10月29日～31日）

（大人数型）

フォローアップ
研修

（自主開催）

人財塾
課題解決編
１回程度

（平成27年1～3月頃）
（少人数型）

実践

地域コーディネーター
育成実証研究事業

年4回程度
（1～4地域で1～2回）

・先進地に短期間通所する方法
・全国の参考となるプログラムを作
成（→人材力活性化プログラムの充実）

実証事業 調査研究

カリキュラムの充実
・｢地域づくり活動のリーダー育成のためのカリキュラム」における
人材育成、地域づくりの手法・事例を、これまでの人財塾の講義
で示された知見を踏まえ、アップデート、よりわかりやすい項目に
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活力あふれ個性豊かな地域社会を実現するため、ひとづくり、まちづくり等、地域社会の活性化のための諸活
動を支援し、地域振興の推進に寄与することを目的とし、全地方公共団体と民間企業・各種団体が一体となって、
昭和60年10月1日に設立。平成25年4月1日に一般財団法人へ移行。

会員：地方公共団体（都道府県、市区町村）、民間企業等 1,923団体 （平成26年4月1日現在）

３ まちづくり助成等支援

○地域活性化に関する事例収集及び情報提供

インターネットによる地域情報の提供、情報誌「地域づく

り」の発行、 「地域活性化事例集」 「地域活性化ガイドブッ

ク」 「地域づくり団体活動事例集」作成、地域づくりコンテ

ンツ発信支援事業、地域おこし協力隊員推進事業、自主

研究事業、先端ＩＣＴ利活用による情報提供の推進事業

○ふるさと情報コーナーの運営

ふるさと情報コーナー運営事業、自治体アンテナショッ

プの支援事業、地方公共団体の観光・催事・地域産品等

のパンフレット等を来訪者に提供

○全国地域リーダー養成塾の運営
○地域再生を担う人材育成の推進
地域再生実践塾、地域再生実践フォーラム
○地域活性化フォーラムの開催
○地方成功の人材マッチングによる土日集中セミナーの開催

○地域おこし及び地域イベントの助成・支援
地域産品・観光おこし促進支援事業の実施、地域イベント
への助成・支援、ふるさとイベント大賞の表彰

○地域づくり助成事業
公共スポーツ施設等の利活用の促進に対する助成、ス
ポーツによる地域振興に対する助成、移住・交流による地域
活性化に対する助成、地域づくりアドバイザー事業、被災市
町村における地域の元気創造に対する助成、「地域づくり計
画」策定業務等への支援

○地域づくり団体への支援

１ 情報の提供と調査・研究 ２ 研修・交流

（一財）地域活性化センターの概要
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（一財）地域総合整備財団（ふるさと財団）事業について

１ ふるさと財団とは

○ 地域総合整備資金貸付（ふるさと融資）

地域振興に資する民間投資を支援するために、都道府県及び市町村が実行する長期無利子資金

貸付の利活用を促進。

２ 関連する主な事業概要

○ 財団法人地域総合整備財団（ふるさと財団）は、地域における民間能力の活用、民間部門の支援のため、都道府県、

政令指定都市の出捐による財団法人として昭和６３年に発足。平成２６年４月１日に一般財団法人へ移行。

○ 地方自治の充実強化のため、地方公共団体との緊密な連携の下で、地方公共団体が実施する長期資金融資の支援、

民間能力を活用した地域の総合的な振興・整備に資する業務の実施等によって、公民連携による地域振興を推進する。

活
力
と
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
の
推
進

○ 公民連携への支援

・PFI推進に資するため、公共施設マネジメントに関する調査研究事業を実施。

・指定管理者制度等公民連携事例に関する調査研究事業を実施。

○ 地域再生への支援

・地域再生マネージャー等外部の専門家の派遣、マニュアルの作成や短期診断の実施などの支援を行う
「新・地域再生マネージャー事業」を実施。

・専門家のコーディネートや委託契約に要する費用の一部助成の実施により、まちなか再生に取組む地域を
支援する「まちなか再生支援事業」を実施。

○ 地域産業の創出・育成への支援

地域企業の新技術開発や新商品開発等を支援するため、新技術・地域資源開発補助事業を実施。
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（５）地域経済イノベーションサイクル



第２章 経済再生の進展と中長期の発展に向けた重点課題

47 再生可能エネルギーや地域でのガス発電と余熱を利用するシステムの導入等により、自立的で持続可能な災害に強い地域エネル
ギーシステムを構築するとともに、電力改革で開放される新たな市場を地域経済に組み込むもの。

48 地方自治体の情報システム基盤とクラウド技術を活用して、システムの統合化・集約化を図り、行政データを公開することを通じて、民
間事業者を含む様々な主体が共同で利用できる情報インフラ。

50 具体的には、地域活性化プラットフォームの推進体制の整備、「地域おこし協力隊」の拡充等を進める。
52 「小さな拠点」づくりや「集落ネットワーク圏」の形成等。

経済財政運営と改革の基本方針2014（その１）～デフレから好循環拡大へ～（平成26年6月24日閣議決定）

３． 魅力ある地域づくり、農林水産業・中小企業等の再生
（３）観光・交流等による都市・地域再生、地方分権、集約・活性化
アベノミクスの効果を全国津々浦々まで波及させるとともに、地域の発意を活かし魅力ある地域づく
りを進めることで、地域産業を活性化し、地域経済での好循環の実現を図る。このため、各省施策の
連携による「地域活性化プラットフォーム」を進めるとともに、「地域の元気創造プラン」を強力に推進
し、産・学・金・官の連携により、雇用吸収力の大きい企業の創出や、分散型エネルギーインフラ・プロ
ジェクト47の産業化を目指した全国展開、公共クラウド48の本格運用による地域の魅力あるデータの発
信などを行う。
（中略）また、外部人材の知見を活用しＵＩＪターンを組み合わせた地域への人材還流を促す仕組みを
拡充する50。
過疎地域や、離島・奄美等、半島を含む条件不利地域においては、近隣地域との調和ある発展にも
留意しつつ、基幹集落を中心としたネットワーク化を推進52し、必要な交通基盤の維持を含む日常生活
機能の確保や地域産業の振興により定住環境を整備して、集落の活性化を図る。また、地域の資源
や特性を活かした創意工夫ある取組を支援する。
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「地域の元気創造プラン」による地域からの成長戦略

産学金官地域ラウンドテーブル
～それぞれの強みを活かして連携～

「産」事業者 「学」大学等 「金」地域金融機関 「官」地方公共団体

自治体保有データのオープン化を通じて、民間事業者を支援

雇
用
の
創
出

＜民間活力の土台となる地域活性化インフラ・プロジェクト＞

地
域
の
活
性
化

○ 地方公共団体が産業、大学、地域金
融機関、地域住民等と連携して、
活性化に取り組む

アプローチ

まちの元気で
日本を幸せにする！

○ 地域のモノやチエを活かす
○ ヒトや投資を呼び込む
○ 新しいくらしの土台を創る

ミッション ビジョン

公共クラウド

地域の資金地域資源

地域資源を活用して、地域から世界市場に挑戦する
企業を後押し（100事業）

機能連携広域経営型（シティリージョン）

市町村域を越えた圏域において、産学金官民が連携し、
人・モノ・金等の流れを生み出し、圏域を活性化

○ グローバル100（ハンドレッド）プロジェクト

・創業支援事業計画（産業競争力強化法）に基づき、津々浦々を
牽引する地域密着型企業をできるだけ多く立ち上げ

・１計画あたり５～６事業程度、全国に10,000事業程度の立ち上げを
目指す（中小企業庁等と共同して支援）

※地域密着型企業
・地域金融機関の融資を伴うもの
・雇用吸収力の大きなもの
・地元の原材料を活用するもの

地域経済イノベーションサイクル

○ ローカル 10,000 プロジェクト ○ 全国100ヵ所程度のインフラ整備

※このインフラを活用した多くのエネルギー関連企業の

各地での立ち上げを支援

分散型エネルギーインフラプロジェクト

・自治体主導による「地域の特性を活かしたエネルギー

事業導入計画（マスタープラン）」の作成支援

・建設・エンジニアリング、エネルギー、ＩＣＴ等の地域の

関連企業と連携した自治体のプロジェクトを推進

・地域金融機関の資金供給等により設立される

電力線・熱導管等を整備する地域インフラ会社への支援
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地域経済イノベーションサイクルの仕組み（地域経済循環創造事業交付金）

将来にわたる
キャッシュフロー
の確保見通し

①地域金融機関
による融資可能額

（地域の資金）

事業立ち上げの
初期投資支援

地域経済循環
創造事業交付金

事業者の
自己資金

産学金官地域ラウンドテーブル
～それぞれの強みを活かして連携～

「産」
事業者

「学」
大学等

「金」
地域金融
機関

「官」
自治体
（国）

ビジネスモデル
（イノベーション）

＝ 企業家精神
柔軟性

＝ ノウハウの蓄積
（理論化・ケース
メソッド化）

＝ 事業の目利き、
事業継続のリスク
マネジメント

＝ 立ち上げの
初期投資支援
1回限り（呼び水）

地域の資源

大学等のノウハウ

初期投資 地域での事業立ち上げ

②地域の雇用

③地域の原材料

地域経済への
波及効果

④税収等の創出

（財政健全化）

地域金融機関の
資金回収

地域の資金
の有効活用

相当程度の税引前営業利益

地域経済循環
創造事業交付金
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先行モデルにみる効果実証 ローカル10,000プロジェクトの推進
（地域経済循環創造事業交付金） ［交付予定額62億円 交付対象180事業］

① 投資効果 ２.１倍 （初期投資見込額 129.0億円）
② 地元雇用創出効果 ４.３倍 （地元人材雇用見込額（想定7年）265.5億円）
③ 地元産業直接効果 ９.０倍 （地元原材料費見込額（想定7年）560.2億円）
④ 課税対象利益等創出効果 ３.６倍 （課税対象利益等見込額（税引前営業利益＋減価償却費相当）（想定7年）223.7億円）
⑤ 地域課題解決効果 廃棄物等の商品化、一次産品等高付加価値化、地元資源活用にぎわい創出、流出資金域内還元

地域への貢献



地域経済循環創造事業交付金の申請等の流れ

⑧融資

産学金官地域ラウンドテーブル
～それぞれの強みを活かして連携～

自治体

③事業計画の精査、
公益的外部効果の確認、
申請書類の作成

事業者

①事業計画素案の作成

②事業化
の相談

⑧初期投資
事業実施

⑨事業報告提出、
交付金支払

大学・研究機関等
研究成果、技術支援等
ノウハウの提供地域金融機関

④事業性審査
（プロジェクト・ファイナンス）

総務省

⑥外部有識者による審査

⑤交付申請
⑩事業報告提出、
交付金支払

⑦交付決定

事業立ち上げにより、地元雇用や地元原材
料を活用し、地元に資金を還元した上で、営
業活動によるキャッシュフローの黒字は見込め
るものの、初期の設備投資資金を地域金融
機関から全額引き出すのは難しい事業

↓
必要な初期投資額と地域金融機関の融資
可能額との差額を自治体が支援する場合、
総務省が自治体に交付金を交付
（交付金上限額5,000万円）

③融資可能額
の確認

【地域経済循環創造事業交付金予算額】
H25補正30億円、H26当初15億円

【交付決定状況】 180事業、62.0億円
・H24補正
・H25補正（1次）
・H25補正（2次）
・H25補正（3次）
＋H26当初（1次）
・H26当初（2次）

：67事業、21.8億円
：35事業、13.7億円
：33事業、12.3億円

：25事業、 7.5億円
：20事業、 6.6億円
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資金循環の経緯

バブル期

バブル崩壊後

地域の資金・人材

高度成長期

大都市
海外貿易
経済成長

輸出

利益還元

流出

地域の資金・人材 大都市
不動産融資

地価の継続的上昇

流出

利益

投資

還元？

地域の資金・人材 預貸率の低下
流出

大都市
投資

還元？
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持続可能ではない

＝
バブル崩壊

設備再投資

ニクソンショック・プラザ合意

生産性向上

内需拡大へ

設備・債務・雇用

３つの過剰

※リーマンショック サブプライムローンによる米の住宅バブル＋欧米の金融機関による大量の証券化商品の保有

日本における深刻な景気後退 （ＧＤＰの輸出依存の高まり）



・融資事業数
1  阿波銀行 10事業
1  但馬信用金庫 10事業
3  南都銀行 7事業
3  肥後銀行 7事業
5 北洋銀行 6事業
5  鹿児島銀行 6事業

7 滋賀銀行 5事業
7  山陰合同銀行 5事業
9  みなと銀行 4事業
9  愛媛銀行 4事業
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（うち新規） （うち新規） （うち新規） （うち新規）

67 21.8億円 23.0億円 53 32 12 9

１次 35 13.7億円 20.6億円 27 (16) 16 (7) 9 (7) 2 (2)

２次 33 12.3億円 9.9億円 27 (15) 16 (7) 7 (4) 4 (4)

３次 25 7.5億円 6.4億円 17 (6) 12 (3) 3 (1) 2 (2)

４次 20 6.6億円 7.1億円 14 (6) 9 (3) 3 (2) 2 (1)

180 62.0億円 67.0億円 96 52 26 18

信用金庫 その他（信組、JA等）

㉔補正

㉕補正
㉖当初

合計（延べ）

事業数 交付決定額 融資予定額
金融機関数

地方銀行

地域経済循環創造事業交付金 地域金融機関数



地域経済循環創造事業交付金の交付決定について

事業数：１８０事業
交付決定金額：６２．０億円

交付決定状況

地域課題解決効果

・一次産品等高付加価値化モデル ７５事業 ・地元資源活用にぎわい創出モデル ４６事業
・流出資金域内還元モデル ２８事業 ・廃棄物等の商品化モデル（リサイクル効果）３１事業

① 投資効果
２．１倍（融資喚起見込額67.0億円）

② 経済循環創造効果
２２．８倍（売上高（想定7年）1,412.7億円）

③ 地元雇用創出効果
４．３倍（地元人材雇用見込額（想定7年）265.5億円）

④ 地元産業直接効果
９．０倍（地元原材料費見込額（想定7年）560.2億円）

⑤ 課税対象利益等創出効果
３．６倍（課税対象利益等見込額（税引前営業利益＋

減価償却費相当）（想定7年）223.7億円）

経済波及効果

【１８０事業合計】
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① 投資効果
２．１倍（融資喚起見込額44.0億円）
② 経済循環創造効果
２６．２倍（売上高（想定7年）1,051.8億円）
③ 地元雇用創出効果
４．７倍（地元人材雇用見込額（想定7年）187.1億円）
④ 地元産業直接効果
１０．７倍（地元原材料費見込額（想定7年）430.2億円）
⑤ 課税対象利益等創出効果
３．９倍（課税対象利益等見込額（税引前営業利益＋

減価償却費相当）（想定7年）155.2億円）

（㉕補正＋㉖当初 １１３事業）

Ｈ２４補正 ６７事業 ２１．８億円

Ｈ２５補正
Ｈ２６当初

第１次交付決定 ３５事業 １３．７億円

第２次交付決定 ３３事業 １２．３億円

第３次交付決定 ２５事業 ７．５億円

第４次交付決定 ２０事業 ６．６億円

小計 １１３事業 ４０．２億円

※予算額
Ｈ２５補正：３０億円
Ｈ２６当初：１５億円



地域経済イノベーションサイクルの基本的なモデル（例）

域内消費（域内の需要） 域外消費（リスク大）

２．新サービス
（比較的固く見込める）

１．代替サービス
（資金の流出を防ぐ）

１．観光など域内販売
（域内交流人口の活用）

２．新商品など域外販売
（一次産品等の高付加価値化）

（参考モデル事例）
①北海道芦別市
②徳島県
③北海道石狩市
④宮城県蔵王町
⑤山形県最上町

（参考モデル事例）
⑥佐賀県江北町
⑦熊本県
⑧福井県
⑨静岡県静岡市
⑩兵庫県養父市
⑪徳島県
⑫長崎県壱岐市

（参考モデル事例）
⑬兵庫県豊岡市
⑭石川県輪島市
⑮埼玉県秩父市
⑯三重県鳥羽市
⑰熊本県八代市
⑱奈良県斑鳩町
⑲徳島県神山町
⑳福岡県築上町

（参考モデル事例）
㉑北海道
㉒北海道江別市
㉓青森県青森市
㉔東京都町田市
㉕愛知県岡崎市
㉖兵庫県南あわじ市
㉗和歌山県日高川町

㉘島根県奥出雲町
㉙徳島県
㉚徳島県
㉛熊本県合志市
32鹿児島県鹿屋市

・キャッシュフローは確実
・低コストのビジネスモデルを
どう構築するのか

・更なる発展可能性の検討

・住民の需要を堅実に見込む
・他の事業との相乗効果の検討
・更なる発展可能性の検討

・既存の交流人口を取り込む
・交流人口増加に向けた域外
マーケティングのあり方
・延べ滞在人口増に向けた検討

・ハイリスク ハイ
リターン
・どこまでリスク
に耐えられるか

88



温泉
（公共施設）

地域経済イノベーションサイクル施策例（①北海道芦別市）

雇用の創出
1,540万円/年

木質チップ
販売

林地残材
運搬

間伐コスト

芦別市
立ち上げ支援

北洋銀行
事業継続支援

原材料費
1,080万円/年

売上
3,300万円/年

チップ製造工場
（芦別木質バイオマス
開発協同組合）

森林

木質チップ
購入

輸入重油

地元間伐材の木質チップ
（燃料の地産地消）

総務省と金融庁の連携

チップ製造機械導入

【総務省】地域経済循環創造事業交付金 3,300万円
＋北洋銀行融資 3,000万円
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地域経済イノベーションサイクル施策例（②徳島県）

雇用の創出
820万円/年

徳島県
立ち上げ支援

阿波銀行
事業継続支援

（オンダン農業協同組合）

鶏糞を
有機肥料化

「阿波尾鶏」鶏舎建築

【総務省】地域経済循環創造事業交付金 5,000万円
＋阿波銀行融資 6,500万円

売上
阿波尾鶏成鳥販売
・有機肥料販売
7,810万円/年

原材料費
循環エサ代（地元高品質米）

4,380万円/年

（地元農家）

とうもろこしの輸入

地元の耕作放棄地で
の飼料用米の栽培

鶏糞を廃棄物
として有料処理

有機肥料として
地元で活用

総務省と金融庁の連携
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⑥佐賀県江北町 （空き店舗再生による地域経済循環創造事業）

（地域課題） （事業化） （公益的効果）

・地域の契約農家、地元高校生
の栽培する農作物を仕入先にし、
空き店舗でパン屋を開業

・佐賀牛を使用したパン等のＰＲに
よる町の観光振興
・空き店舗の有効活用
・雇用増（パン製造）

・炭鉱の閉鎖から続く働き先の減少
・空き店舗の増

・事業主体：個人経営
・交付予定額：310.6万円
・金融機関：九州ひぜん信用金庫
・融資喚起見込額：280万円
・融資期間：5年

地域経済イノベーションサイクルの施策例

＜事業計画＞

・投資効果 １．９倍 （（交付金額＋融資額）÷交付金額）

・地元雇用創出効果 ２．９倍 （地元雇用人件費（融資期間分）÷交付金額）

・地元産業直接効果 ５．６倍 （地元原材料費（融資期間分）÷交付金額）

・課税対象利益等創出効果 ４．５倍 （（税引前営業利益＋減価償却費相当）（融資期間分）÷交付金

額）

・地域課題解決効果 一次産品等高付加価値化モデル
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＝ 地元雇用創出

＝ 域外からの購入

＝
税負担＋返済原資
＋減価償却相当

学生等と連携して
開発した惣菜パ
ンの販売

280万円

人件費
180万円

その他（光熱代等）

90万円

売上高
900万円

原
材
料
費

地元産
農産物等
350万円

＝ 地域資源



⑥佐賀県江北町 （空き店舗再生による地域経済循環創造事業）

空き店舗を再生し、ふるさとで東京仕込みの高品質のパンを提供して地域のにぎわいを創って

いる事業

○ 佐賀県江北町（人口９千人）

○ 事業者：稲富ななこさん(33才)

○ 地元の高校卒業後、好きなパン職人になるため、東京・高田馬場の菓子学校で学んだ後、

東京のパン屋で12年働くものの、添加物がなく素材の味を生かせるパンを地元の食材を活用

して作りたいと帰郷。しかし、貯金も無く、起業できなかったところ、江北町役場に相談し、空き

店舗を斡旋、地元の信用金庫を紹介してもらい、地域経済イノベーションサイクルでパン屋「ア

ルパカ」を開業（平成25年７月）。これを聞いた地元の人々が支援しようということで、隣の空き

店舗を改修し、イベントスペースを作り、パン以外の飲料等を提供し、稲富さんと協力してにぎ

わい拠点をつくっている。そこで、地域おこし協力隊（35歳、23歳の女性）が活動。

地域経済イノベーションサイクルの施策例（閑話休題～地域で活躍する女性たちへの支援例～①）
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⑦熊本県 （県民総ぐるみでのＢＤＦ燃料普及による熊本県経済・エネルギー循環創造事業）

（地域課題） （事業化） （公益的効果）

・一般家庭等からの廃食油の投棄
による地下水汚染

・事業主体：東光石油株式会社
・交付予定額：5,000万円
・金融機関：肥後銀行
・融資喚起見込額：2,500万円
・融資期間：10年

地域経済イノベーションサイクルの施策例

＜事業計画＞

・投資効果 １．５倍 （（交付金額＋融資額）÷交付金額）

・地元雇用創出効果 １．３倍 （地元雇用人件費（融資期間分）÷交付金額）

・地元産業直接効果 ４２．１倍 （地元原材料費（融資期間分）÷交付金額）

・課税対象利益等創出効果 ２．２倍 （（税引前営業利益＋減価償却費相当）（融資期間分）÷交付金額）

・地域課題解決効果 廃棄物等の商品化モデル（リサイクル効果）
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＝ 地元雇用創出

＝ 域外からの購入

＝
税負担＋返済原資
＋減価償却相当

売上高
23,810万円

原

材

料

費

B5燃料の原料となる

B100燃料、軽油

21,070万円
＝ 地域資源

Ｂ５燃料
＝バイオディーゼル
５％混合軽油

人件費
670万円

その他（備品代等）

950万円

1,120万円

・一般廃食油を活用したＢＤＦ製造事業
・ＢＤＦを活用したＢ５燃料製造事業

・廃食油の回収ルートとＢ５燃料の販売
ルートの確保
※Ｂ５燃料＝バイオディーゼル５％混合軽油

・地下水汚染の減
・雇用増（ＢＤＦ製造、Ｂ５燃料製造）



⑰熊本県八代市 （クマモトオイスター再発見事業）

（地域課題） （事業化） （公益的効果）

・アメリカで評判料理となっているク
マモトオイスターを提供する拠点を
つくり、にぎわい創出と高付加価値
化

・地場産品の販路確保
・交流人口の増加
・雇用増（漁業者）

・特産シカメガキ（クマモトオイス
ター）の採取地にとどまっている

・事業主体：鏡町漁業協同組合カキ生産部会
・交付予定額：1,800万円
・金融機関：八代地域農業協同組合
・融資喚起見込額：1,000万円
・融資期間：5年

地域経済イノベーションサイクルの施策例

＜事業計画＞

・投資効果 １．６倍 （（交付金額＋融資額）÷交付金額）

・地元雇用創出効果 ０．６倍 （地元雇用人件費（融資期間分）÷交付金額）

・地元産業直接効果 ２．３倍 （地元原材料費（融資期間分）÷交付金額）

・課税対象利益等創出効果 １．０倍 （（税引前営業利益＋減価償却費相当）（融資期間分）÷交付金額）

・地域課題解決効果 地元資源活用にぎわい創出モデル

＝ 地元雇用創出

＝ 域外からの購入

＝
税負担＋返済原資
＋減価償却相当

＝ 地域資源

「カキ小屋」での
バーベキュー形式の
カキやハマグリ等の
地元海産物の販売

人件費
200万円

その他（光熱代等）

270万円

340万円

売上高
1,650万円

原

材

料

費

カキ等の

地元海産物代

840万円
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⑰熊本県八代市 （クマモトオイスター再発見事業）

女性スタッフ（漁師の夫人･娘さん達）による地元の食材を活かしたカキ小屋事業

○熊本県八代市内の旧鏡町

○事業者:地元の漁協(主に漁師のご夫人・娘さん達が主体)

○ 合併して八代市となった旧鏡町は、シカメガキの原産地である。シカメガキは、マガキの

半分ほどの大きさで、戦後出荷されたアメリカでは「クマモトオイスター」の名で知られて

いる（生ガキを味わえる「オイスターバー」では最高メニューの一つとされ、７～８センチ

の小粒な身が数百円する高級ブランド）。一方、地元では途絶えていたところ、2006年度か
ら「復活」に向けた挑戦が始まり、３年後に実用化。

地元農協の融資を得て、漁師直売の「牡蠣小屋」を開店させた。当初は、高速道路のイン

ターチェンジから40分以上もかかる立地場所の悪さから客足が危ぶまれたが、スタッフ全員
（漁師のご夫人、娘さん達）が桃色のＴシャツを着ていたことから、「ピンクレディー」と

して地元テレビ局で紹介され、話題爆発、行列のできる人気店となっている。

（テレビ局で取り上げられるきっかけは、来店客がフェイスブックに写真をアップロードしたこと。）

地域経済イノベーションサイクルの施策例（閑話休題～地域で活躍する女性たちへの支援例～②）
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地域経済イノベーションサイクル施策例（⑱奈良県斑鳩町）

斑鳩町
立ち上げ支援

南都銀行
事業継続支援

総務省と金融庁の連携

（斑鳩産業株式会社）

古民家改装、屋台設置、情報ディスプレイ導入

【総務省】地域経済循環創造事業交付金 1,800万円
＋南都銀行融資 1,800万円

まちあるき拠点
カフェ新設

井上邸（旧北畠邸）

東栄会商店街

屋台、情報ディスプレイ設置

法 隆 寺

・まちあるき観光拠点整備事業
築140年の古民家（井上邸）を活用して、カフェに改装し、まちあるき
の拠点として観光客に開放
・商店街活性化事業
空き家・空き地を活用して、屋台を設置し、人の流れと客だまりを創出

・情報発信事業
町内各所にデジタル屋外型ディスプレイを設置し、休日は観光情報の
発信、平日は地元住民に暮らしの情報を発信

雇用の創出
1,160万円/年

通過型観光→滞在型観光（参拝客を街へ）

法隆寺門前商店街
の抱える課題

フリーマーケット「常楽市」
出会いの場「寺社コン」
（共同開催）

（平成25年度～）

商工会・観光協会・
商店街・県立大学等

斑鳩町を流れる竜田川が発祥
「竜田揚げ上げ↑プロジェクト」
（商品開発、情報発信）
（平成25年度～）

モニターツアー企画
「おとなの修学旅行」
（平成24年度～）

連携

人の流れを変える

地元原材料の
活用

1,750万円/年

○観光客の減少
→少子化による修学旅行生の
減少

○高齢化、若者の流出
→後継者難による商店街の衰退

○町内の連携不足
→法隆寺のみ拝観し、周辺地区
は通り過ぎるだけ
（おもてなしの発想不足）
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地域経済イノベーションサイクル施策例（㉓青森県青森市）

青森市
立ち上げ支援

青森銀行
事業継続支援

総務省と金融庁の連携

中国輸出向け乾燥
ナマコの加工工程で
排出される廃棄物
（煮汁、内臓）

ナマコ加工廃棄物か
ら機能性成分を抽出
し、高付加価値化

（水産加工会社）

弘前大学
技術支援

ナマコ廃棄物の機能性
成分分析と商品の優位
性に関する研究

・廃棄しているナマコの煮汁
と内臓の機能性成分分析
の実施
↓
・サポニン成分＝抗菌作用
（特に白癬菌）を確認
・ナマコ靴下商品の製造方
法を確立

ナマコ加工廃棄物
を有料処理

機能性成分を抽出
し、高付加価値化

雇用の創出
2,000万円/年

機能性成分（サポニン）を
抽出し、繊維メーカーに販売
（水虫防止靴下に活用）

煮汁等の有料処理が不要に（約700万円/年）

ナマコ機能性成分の抽出・精製施設導入

【総務省】地域経済循環創造事業交付金 5,000万円
＋青森銀行融資 2,500万円

販売計画
（青森銀行によるコンサルティング）
・国内の靴下マーケットは年間約６億
足。日本の水虫患者は2,500万人。
機能性靴下販売ターゲットを1/5として
も1.2億足。
→十分なマーケットの存在

売上
5,000万円/年
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