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地方創生加速化交付金の交付対象事業の決定について 

平成 28 年 3 月 18 日 

内閣府地方創生推進室 

地方創生加速化交付金の交付対象事業について、以下のとおり決定した。 

１．趣旨 

一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策（平成 27 年 11 月 26 日一億

総活躍国民会議決定）を踏まえ、緊急対応として、「地方版総合戦略」に位置付けられ

た先駆的な取組の円滑な実施を支援する。 

２．対象事業 

原則として、以下の（イ）に掲げる事業分野のいずれかに該当し、（ロ）に掲げる事

業の仕組みを全て備え、先駆性を有する事業を対象事業とする。 

（イ）事業分野 

各地方公共団体において、それぞれの総合戦略に位置づけられた（ないしは位置

づけられる予定である）事業であって、地域のしごと創生に重点を置きつつ、一億

総活躍社会実現に向けた緊急対策にも資する、効果の発現が高い分野を対象とする。 

  具体例は、以下のとおりである。 

(1)しごと創生・・・ITを活用した中堅・中小企業の生産性向上や新事業促進、 

農林水産品の輸出拡大、観光振興（DMO）、対日投資促進 等 

(2)地方への人の流れ・・・生涯活躍のまち、地方創生人材の確保・育成 等 

(3)働き方改革・・・若者雇用対策、ワークライフバランスの実現 等 

(4)まちづくり・・・コンパクトシティ、小さな拠点、まちの賑わいの創出、 

連携中枢都市 等 

（ロ）事業の仕組み 

(1) 地域経済分析システム（RESAS）の活用などによる客観的なデータやこれま

での類似事業の実績評価に基づき事業設計がなされていること。 

(2) 事業の企画や実施に当たり、地域における関係者との連携体制が整備され

ていること。 

(3) ＫＰＩが、原則として成果目標（アウトカム）で設定され、基本目標と整合

的であり、その検証と事業の見直しのための仕組み（ＰＤＣＡ）が、外部有識

者や議会の関与等がある形で整備されていること。 

(4) 効果の検証と事業の見直しの結果について、公表するとともに、国に報告す

ること。 
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３．評価方法 

評価に当たり、先駆性の着眼点である自立性、官民協働、地域間連携、政策間連携

等の評価基準に基づき、個々の事業について評価を行い、交付対象事業を決定した。 

※先駆性の評価基準 

以下の点から、他の地方公共団体の参考となる先駆的事業であることを評価。 

① 自立性・・・事業を進めていく中で、「稼ぐ力」が発揮され、事業推進主体が

自立していくことにより、将来的に行政からの補助金等に頼らずに、事業とし

て自走していくことが可能となる事業であること。

② 官民協働・・・地方公共団体のみの取組ではなく、民間と協働して行う事業で

あること。また、単に協働するにとどまらず、民間からの資金（融資や出資な

ど）を得て行うことがあれば、より望ましい。

③ 地域間連携・・・単独の地方公共団体のみの取組ではなく、関係する地方公共

団体と連携し、広域的なメリットを発揮する事業であること。

④ 政策間連携・・・単一の政策目的を持つ単純な事業ではなく、複数の政策を相

互に関連づけて、全体として、地方創生に対して効果を発揮する事業であるこ

と。また、利用者から見て意味あるワンストップ型の窓口等の整備を行う事業

であること。

⑤ 事業推進主体の形成・・・事業を実効的・継続的に推進する主体が形成される

こと。特に、様々な利害関係者が含まれつつ、リーダーシップを持つ人材がそ

の力を発揮できる体制を有した推進主体であることが望ましい。

⑥ 地方創生人材の確保・育成・・・事業を推進していく過程において、地方創生

に役立つ人材の確保や育成を目指すものであること。

⑦ 国の総合戦略における政策５原則等・・・国の総合戦略における政策５原則（将

来性、地域性又は直接性）の観点や新規性など、他の地方公共団体において参

考となる先駆的事業であること。

４．交付対象事業（分野別、都道府県別、市区町村別） 

分野別の交付対象事業は、以下のとおりである。 

また、都道府県別、市区町村別の対象事業は、別紙１のとおりである。 

分野 

交付対象事業数（件） 交付予定額（億円） 

うち、 

都道府県分 

うち、 

市区町村分 

うち、 

都道府県分 

うち、 

市区町村分 

しごと創生 1,015 175 840 551 208 343 

地方への人の流れ 405 87 318 181 63 118 

働き方改革 85 14 71 35 13 21 

まちづくり 421 15 406 138 11 127 

合計 1,926 291 1,635 906 296 610 
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地方公共団体名 交付対象事業名 交付予定額（千円）

兵庫県加西市 「若者・熟年連携」健やか定住のまちづくり推進事業 61,440

兵庫県篠山市 えきなかイノベーションラボラトリー運営と篠山観光ＤＭＯ設立事業 77,000

兵庫県養父市 朝倉山椒等の高付加価値化と加工事業者・アグリ人材集積拠点づくりによる廃校再生プロジェクト 35,500

兵庫県丹波市 医療・健康・福祉・介護のＩＣＴネットワーク化による雇用の確保と生涯安心して暮らせるまちづくり 59,708

兵庫県丹波市 若年無業者等の居場所づくりから自立就労につなぐレインボープロジェクト 10,000

兵庫県南あわじ市 南あわじを売り出そう地域が元気になる事業 50,000

兵庫県南あわじ市 南あわじドローン(UAS）産業育成事業 30,000

兵庫県朝来市 朝来市創生推進人財育成プロジェクト 80,000

兵庫県宍粟市 森林王国宍粟市まるごと観光地戦略 45,545

兵庫県加東市 中間支援組織（まちづくり会社）を中心としたまちづくり拠点の創出事業 58,868

兵庫県たつの市 公共交通広域ネットワーク構築事業 32,372

兵庫県多可町 ～敬老の日発祥のまち・多可町から～　地域資源を活用したヘルスケア産業・推進事業 26,800

兵庫県多可町 多可町特産品認証制度による「地域ブランド」推進事業 52,000

兵庫県播磨町 コンパクトシティ　はりま～体験を通じて町の魅力発見～ 8,538

兵庫県市川町 笠形オーガニックプロジェクト 17,054

兵庫県福崎町 特産もち麦を核とした地域ステップアップ事業 17,000

兵庫県神河町 シングルマザー移住支援（かみかわ暮らしサポート）事業 14,419

兵庫県神河町 神河アグリイノベーション（健康野菜づくり）事業 65,316

兵庫県上郡町 廃校活用による魚養殖を核とした農の仕事づくり事業 33,000

兵庫県佐用町 学校跡地を活用した次世代農業モデルプラント事業の事業自立支援と就農人材育成 26,040

兵庫県佐用町 観光コラボによる地域特産物の育成・強化と新たな地域資源活用創造プロジェクト 36,920

兵庫県香美町 “Ａ級美食材”を活用した香美町まるごとブランド化事業 26,862

兵庫県香美町 クラウドファンディング活用と産業競争力強化事業 7,950

奈良県 ベッドタウンからの脱却、「働いて良し」の奈良県づくり 27,431

奈良県 歴史文化資源を核とした地域づくり・観光振興プロジェクト 359,276

奈良県 マーケティングリサーチに基づく観光キャンペーン・オフシーズン対策 267,366

奈良県 【プロ人材】【しごと支援センター】地方創生人材確保・支援 61,385

奈良県奈良市 輝く！はばたく！女性の活躍～女性の就労支援事業～ 40,000

奈良県奈良市 奈良町おもてなし事業 38,000

奈良県大和高田市 市民活動の定着と促進のための協働推進事業 50,000

奈良県大和郡山市 「金魚が泳ぐ城下町」賑わい創出事業 53,719

奈良県天理市 切れ目のない子育て支援「天理市版ネウボラ」構築で、柔軟な「働き方改革」 47,748

奈良県天理市 観光資源と連携した天理の地場産品競争力強化事業 27,588

奈良県橿原市 「橿原市版ＣＣＲＣ構想」検討業務 20,175

奈良県桜井市 桜井市施策パッケージ化移住・定住促進事業 40,000

奈良県桜井市 欧米ＦＩＴ包括的受入体制構築事業 40,000

奈良県五條市 地域資源を活かした産業とブランド創造事業 45,760

奈良県生駒市 自分らしく働き続けるまち・いこま推進事業 57,418

奈良県香芝市 香芝ブランド推進事業 11,500

奈良県葛城市 子育てママによるかつらぎしごと創出プロジェクト 31,981

奈良県葛城市 相撲（住もう）かつらぎ観光・移住プロモーション事業 31,748

奈良県宇陀市 薬草プロジェクト推進事業 15,006

奈良県宇陀市 小さな拠点の形成によるまちづくりプロジェクト事業 25,380

奈良県平群町 公共交通試行運行事業 33,865

奈良県三郷町 大阪圏企業の「子育て社員」「高齢社員」移住のためのテレワーク推進事業 79,964

奈良県斑鳩町 世界遺産「法隆寺」を核とした観光地域づくり事業 56,460

奈良県三宅町 稼げる農業創出事業 17,361

奈良県三宅町 みんなでやろう！健康チャレンジ事業 12,200

奈良県田原本町 田原本駅前活性化事業 5,700

奈良県曽爾村 （仮称）曽爾村農林業公社と地域創業の連携によるしごと創生事業 80,000

奈良県御杖村 地域資源を活用した商品開発・PR事業 5,663

奈良県明日香村 「あすか農業塾」創設による明日香式農業プロジェクト 15,000

奈良県明日香村 「明日香村まるごと博物館」オープンプロジェクト 15,000

おじゃマルシェ☆
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