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（１）地方創生推進交付金（ソフト事業） 

市町村 事業名 交付額（千円） 

福島市 東北 6市連携による祭りコンテンツ等を活用した観光連携プロジェクト 2,250 

公共交通と自転車による快適なまちづくり推進事業 9,000 

会津若松市 外国人観光客誘致のためのデジタル DMO推進事業 9,500 

デジタル未来アート事業【深化版】 8,000 

「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】 
50,569 

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 21,000 

郡山市 若者の定着・還流しごとづくりプロジェクト 21,172 

農業の新たな「風」によるしごとづくりプロジェクト 18,471 

いわき市 いわきアカデミア推進事業 11,827 

いわきスポーツブランディング事業 2,393 

バッテリーバレー推進事業 5,044 

農福商工連携・着地交流体験型いわきワイナリー事業 21,250 

白河市 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～Part2 4,356 

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 10,309 

須賀川市 若者の定着・還流しごとづくりプロジェクト 22,316 

過疎・中山間地域観光コンテンツ拡充事業 7,301 

喜多方市 外国人観光客誘致のためのデジタル DMO推進事業 1,991 

二本松市 農業の新たな「風」によるしごとづくりプロジェクト 5,000 

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 22,550 

田村市 浪漫地区～romantic～田村市「移住チャレンジプラットフォーム」構築

事業 
8,500 

医食同源の郷－あぶくま食の回廊－拠点構築事業 7,000 

伊達市 伊達市版生涯活躍のまちプロジェクト 20,250 

地元産木材を利用した子ども関連産業の構築 3,785 

中山間地の持続可能性の向上に向けたシェアリングエコノミーを活用し

たライドシェアの仕組み構築事業 
11,800 

桑折町 「献上桃の郷こおり」展開プロジェクト～イメージアプ・プロモーショ

ンの展開～ 
15,861 

国見町 道の駅を拠点とした稼げるまちづくりプロジェクト 35,000 

鏡石町 おでかけ支援「ゆうあいバス」運行事業 472 

天栄村 ふるさと天栄村新農業人育成確保支援事業 5,250 

下郷町 外国人観光客誘致のためのデジタル DMO推進事業 17,679 

湯野上温泉を中心としたまちの賑わい創出事業 3,000 

只見町 ふるさとの未来を託せる子供を育てる環境づくり事業 10,000 

南会津町 若者の流出抑制と人口減少対策事業 8,252 

地域産業の競争力・ブランド力強化事業 1,910 
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市町村 事業名 交付額（千円） 

北塩原村 外国人観光客誘致のためのデジタル DMO推進事業 1,349 

西会津町 外国人観光客誘致のためのデジタル DMO推進事業 869 

磐梯町 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 13,500 

会津坂下町 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） 4,833 

湯川村 外国人観光客誘致のためのデジタル DMO推進事業 868 

柳津町 斎藤清美術館を起点としたまちづくり推進事業 13,310 

金山町 地域資源を活用したふるさと再生事業 7,879 

会津美里町 外国人観光客誘致のためのデジタル DMO推進事業 1,480 

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） 8,275 

地域商社を中心とした會美ブランド活性化事業 4,900 

西郷村 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 1,222 

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～Part2 1,072 

泉崎村 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 494 

矢吹町 「稼げる農業」による移住定住サポート事業 2,392 

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 975 

日本三大開拓地「矢吹」ブランド力強化事業 14,500 

塙町 未利用資源（竹）を活用したオリジナルブランド化事業 24,500 

農業の新たな「風」によるしごとづくりプロジェクト 3,818 

石川町 新たな創業支援・地域子育てシステムの構築 3,376 

石川町公共施設イノベーション構想 1,750 

玉川村 商業・観光賑わい創出事業 9,300 

道の駅地域資源販売力強化事業 11,230 

浅川町 若者定着、元気高齢者総活躍社会づくり事業 10,500 

富岡町 かわうち・とみおかワイン復興まちづくり（DMC形成）事業 2,000 

川内村 かわうち・とみおかワイン復興まちづくり（DMC形成）事業 10,000 

いわなの郷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 
7,500 

  合計 564,950 
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（２）地方創生拠点整備交付金（ハード事業） 

市町村 事業名 交付額（千円） 

会津若松市 ICTオフィス環境整備事業 508,370 

いわき市 いわきの里鬼ヶ城・中山間地域エンパワーメント事業 21,030 

白河市 国指定史跡小峰城城山公園施設整備計画 35,000 

国指定史跡・名勝南湖公園施設整備計画（計画変更） 28,295 

須賀川市 ふくしま森の科学体験センター館内施設改修事業 41,180 

二本松市 体験型観光施設整備事業 44,750 

南相馬市 まちの駅「野馬追通り銘醸館」を活用した観光交流促進事業 21,375 

伊達市 歴史と文化のまちづくりによるビジネス創出プロジェクト 97,298 

本宮市 英国庭園整備計画 47,500 

元気いきいき生涯活躍プラチナのまち もとみや 多世代交流施設整備計画 84,258 

桑折町 農業振興活動拠点施設整備事業 30,000 

若者交流拠点施設整備事業 29,997 

国見町 農業ビジネス訓練所整備事業 41,641 

大玉村 あだたらの里直売所を核としたブランディング事業 54,900 

鏡石町 鏡石まちの駅「かんかん館」設置事業 72,000 

天栄村 天栄村羽鳥湖高原生産物直売所農林産物加工室整備事業 14,159 

檜枝岐村 暮らしの拠点施設整備計画 110,000 

南会津町 都市交流施設整備事業 60,000 

西会津町 旧たばこ育苗施設を活用した菌床栽培規模拡大のための培養施設等整備事業 99,718 

猪苗代町 旧山潟小学校人の駅整備事業 27,000 

昭和村 木造廃校舎を活用した観光・交流拠点施設整備事業 60,367 

西郷村 「まるごと西郷館」整備事業 95,625 

泉崎村 泉崎村の魅力ある農業と未来に向けた農業拠点整備プロジェクト 55,000 

矢吹町 開拓の町「矢吹」お試し移住プロジェクト 24,250 

棚倉町 奥州一宮 八槻歴史の駅整備事業（計画変更） 60,000 

棚倉町健康づくり交流館整備事業 15,000 

塙町 竹活用交流拠点整備計画 20,000 

石川町 集落生活圏を維持する小さな拠点施設整備事業 70,000 

石川町の史跡を活用したまちなかプレイスメイキング事業 29,000 

玉川村 道の駅収益力強化事業 49,864 

浅川町 地方創生型若者向け定住・移住モデル事業 40,250 

地方創生型多世代交流拠点施設整備事業 8,600 

古殿町 古殿町産木材品質向上事業 13,476 

地域の拠点「三株山山頂展望台」整備による古殿振興事業 17,240 

三春町 歴史的建造物を活用した「まちの駅」整備事業 35,000 

小野町 小野町定住サポート整備計画 60,000 

新地町 スポーツ施設整備事業（１次） 78,048 

スポーツ施設整備事業（２次） 20,587 

 合計 2,220,778 

 

（１）＋（２） 合計 2,785,728千円 


