
加速化 広域 福島県北5市町誘客推進事業 5,400

推進 単 公共交通と自転車による快適なまちづくり推進事業 1,000

加速化 単 次世代型食品生産トライアル、スマートアグリ連携事業 18,000

加速化 単 デジタル未来アート事業 13,400

加速化 広域 「大人の社会塾」を中心とした人材育成による地域活性化事業 21,600

加速化 広域 デジタルDMO推進事業 27,000

推進 広域 「大人の社会塾」を中心とした人材育成による地域活性化事業【拡大・深化版】 1,000

推進 単 ICTを活用した中山間地域の永続的な支え合いの地域づくり事業 2,500

加速化 単 郡山産農産物等6次産業化加速化プロジェクト 48,600

推進 広域 若者の定着・還流しごとづくりプロジェクト 28,872

加速化 単 「いわきバッテリーバレー構想」具現化スタートアップ事業 29,739

加速化 単 いわきスポーツブランディング事業 50,261

推進 単 いわきアカデミア推進事業 11,077

加速化 単 白河産米を核としたローカル・サプライチェーン推進事業 38,500

加速化 広域 サイクルツーリズム推進事業～観光・健康・復興に輪行で行こう～ 15,430

推進 広域 産業サポート白河を核としたローカルイノベーション創造事業 3,142

加速化 単 すかがわ岩瀬産農産物品質向上・販売促進対策事業 20,000

推進 広域 若者の定着・還流しごとづくりプロジェクト 15,782

加速化 単 蔵のまち喜多方DMO推進事業 21,383

加速化 広域 「大人の社会塾」を中心とした人材育成による地域活性化事業 11,308

加速化 広域 デジタルDMO推進事業 20,000

相馬市 加速化 広域 2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合　新虎通り活用事業 6,200

加速化 広域 農業の新たな「風」によるしごとづくりプロジェクト 3,323

推進 単 魅せるだけの菊から稼げる菊づくりでのしごと創生事業 11,969

田村市 加速化 単 エゴマの高付加価値化による田村市の魅力創生加速化事業 24,500

加速化 単 地域企業の魅力アップとICT・スクールコミュニティを活用したふるさと回帰プロジェクト 14,590

加速化 単 ロボット産業を核とした市内産業支援事業 50,500

加速化 単 生涯活躍のまち「伊達市版CCRC」推進事業 29,442

加速化 広域 福島県北5市町誘客推進事業 1,562

推進 単 地元産木材を利用した子ども関連産業の構築 2,100

本宮市 加速化 単 空き家としごとを繋げる移住・定住促進事業 1,590

加速化 単 訪れてみたくなる”献上桃の郷こおり”交流人口拡大プロジェクト 48,000

加速化 広域 福島県北5市町誘客推進事業 716

加速化 単 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 79,329

加速化 広域 福島県北5市町誘客推進事業 671

推進 単 道の駅を拠点とした稼げるまちづくりプロジェクト 5,000

加速化 単 「道の駅かわまた」活性化による交流拠点づくり事業 20,000

加速化 広域 福島県北5市町誘客推進事業 751

加速化 単 窓から眺める絵本事業～魅せる田んぼアートから食べる田んぼアートへ～ 5,200

推進 単 おでかけ支援「ゆうあいバス」運行事業 236

加速化 単 魅力発信ふるさと天栄村移住・定住・UIJターン促進事業 13,800

推進 単 ふるさと天栄村新農業人育成確保支援事業 4,350

加速化 広域 デジタルDMO推進事業 56,360

推進 単 湯野上温泉を中心としたまちの賑わい創出事業 500

加速化 単 ユネスコエコパーク（人間と自然との共生）只見の共生・交流型観光推進事業 80,000

推進 単 ふるさとの未来を託生子供を育てる環境づくり事業 15,000

加速化 単 南会津町魅力発信観光誘客プロジェクト～新型特急を核とした観光推進事業～ 39,900

推進 単 若者の流出抑制と人口減少対策事業 6,826

推進 単 地域産業の競争力・ブランド化力強化事業 4,576

北塩原村 加速化 広域 デジタルDMO推進事業 13,340

加速化 広域 デジタルDMO推進事業 15,560

加速化 単 まちの魅力発信による交流人口拡大と西会津産米の販路開拓事業 14,240

加速化 単 CLT等森林資源を活用したしごとづくり推進事業 36,200

加速化 単 薬師信仰の拠点としての史跡慧日寺跡を中核としたブランディング戦略 47,000

推進 単 薬師信仰の拠点としての史跡慧日時の魅力強化と定住促進事業 15,000

猪苗代町 加速化 単 農畜産物・産品等開発発展地域活性化推進事業 37,700

加速化 単 空き家等を活用したグリーンツーリズム推進事業 23,000

推進 広域 まるごと支援プロジェクト（みさと・ばんげ型ネウボラ事業） 2,116

加速化 単 若者移住就農支援事業 30,500

加速化 広域 デジタルDMO推進事業 10,000

柳津町 加速化 単 美術館を起点としたアート観光推進による奥会津ブランド強化プロジェクト 11,027

加速化 単 三島町生活工芸村構想推進プロジェクト 9,040

加速化 広域 「大人の社会塾」を中心とした人材育成による地域活性化事業 4,300

加速化 単 かねやまふるさと留学支援事業 9,390

加速化 単 地域の資源を活かした産業育成事業 1,010

加速化 単 ものづくり学校事業 28,996

加速化 単 定住情報発信事業 41,409

加速化 単 地域資源のブランド化と地場産品の販路開拓事業 32,155

加速化 広域 デジタルDMO推進事業 22,310

推進 広域 まるごと支援プロジェクト（みさと・ばんげ型ネウボラ事業） 750

平成28年12月26日　

復興・総合計画課　 

＜市町村＞地方創生関連交付金　一覧　 (H28年度 実施事業）＜市町村＞地方創生関連交付金　一覧　 (H28年度 実施事業）＜市町村＞地方創生関連交付金　一覧　 (H28年度 実施事業）＜市町村＞地方創生関連交付金　一覧　 (H28年度 実施事業）

備　考

区分

（※2）

交付額

（千円）

天栄村

福島市

会津若松市

郡山市

いわき市

伊達市

須賀川市

磐梯町

交付金

（※1）

市町村

白河市

事　業　名

会津美里町

下郷町

喜多方市

桑折町

川俣町

二本松市

南相馬市

国見町

鏡石町

西会津町

南会津町

只見町

会津坂下町

三島町

湯川村

金山町

昭和村

資料３
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備　考

区分

（※2）

交付額

（千円）

交付金

（※1）

市町村 事　業　名

加速化 広域 サイクルツーリズム推進事業～観光・健康・復興に輪行で行こう～ 2,145

加速化 単 生涯安心して幸せに暮らせるための拠点づくりプロジェクト 24,000

推進 広域 産業サポート白河を核としたローカルイノベーション創造事業 373

加速化 単 泉崎村魅力発見発信事業 36,000

推進 広域 産業サポート白河を核としたローカルイノベーション創造事業 151

中島村 加速化 単 KIRASSHE(来らっしぇ）！！移住定住創生事業 19,000

加速化 広域 姉妹市町　元気創造交流プロジェクト 5,200

加速化 単 日本三大開拓地やぶき地域商社プロジェクト 37,500

推進 広域 産業サポート白河を核としたローカルイノベーション創造事業 297

推進 単 日本三大開拓地「矢吹」ブランド力強化事業 150

棚倉町 加速化 単 たなぐら版ヘルスツーリズム推進事業 80,000

加速化 単 未利用資源（竹）を活用したオリジナルブランド化事業 70,800

推進 広域 農業の新たな「風」によるしごとづくりプロジェクト 2,591

加速化 単 観光地域づくり推進事業 16,000

加速化 単 地域資源活用交流事業 17,500

加速化 単 人材育成型いしかわタウンコンシェルジュ事業 17,472

加速化 単 地域を結ぶワンストップ拠点　みんなのプレイパーク事業 41,269

推進 単 新たな創業支援・地域子育てシステムの構築 3,750

推進 単 石川町公共施設イノベーション構想 2,750

加速化 単 産学官連携地域資源活用事業 19,950

加速化 単 創業マルシェ支援事業 18,720

推進 単 道の駅地域資源販売力強化事業 9,340

平田村 加速化 単 道の駅ひらた笑顔のむらづくり事業 42,500

加速化 単 慰霊の花火ブランド加速化事業 19,100

推進 単 若者定着、元気高齢者総活躍社会づくり事業 3,000

古殿町 加速化 単 健康食を核とした地域おこし事業 32,100

加速化 単 移住・定住トータルサポート事業 11,000

加速化 単 廃校を拠点とした戦略的観光地域づくり推進事業 25,000

加速化 単 おのまち中心市街地賑わい創出事業 26,134

加速化 単 子育て支援によるまちづくり事業 53,424

広野町 加速化 単 東日本大震災復興国際スタディーツーリズム創設事業 39,020

加速化 単 楢葉町コンパクトタウン地域交流推進事業 24,069

加速化 単 生活再建空き家・空き地バンク事業 5,000

加速化 単 いわなの里を拠点とした地域ブランド確立による観光振興・雇用創出事業 30,500

加速化 単 かわうちワイン復興まちづくり事業 20,500

大熊町 加速化 広域 震災アーカイブス事業 70,000

双葉町 加速化 広域 震災アーカイブス事業 70,000

浪江町 加速化 広域 震災アーカイブス事業 80,000

合計 2,312,333

※1 加速化：地方創生加速化交付金（平成27年度補正予算）（国庫10/10）

推　 進：地方創生推進交付金（H28年度当初予算）（国庫5/10）

※2 広域：他自治体との広域連携事業

単　 ：単独事業

石川町

加速化交付金　49市町村 2,154,812千円

推進交付金 　　25市町村　  157,521千円

西郷村

鮫川村

泉崎村

矢吹町

塙町

玉川村

浅川町

楢葉町

川内村

三春町

小野町
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