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参考資料参考資料参考資料参考資料    

元気ふくしま、地域づくり・交流促進事業実施地区 

本県では、多彩な風土や観光資源、地域資源等の活用による持続的成長が可能な地域

づくりをめざし、平成 16 年度から「元気ふくしま、地域づくり・交流促進事業」を実

施してきました。平成 26 年 3 月 31 日現在、81 地区で活用されています。 

また、各地区での取組み状況の概要については、県の Web サイトでご覧になれます。 

 

 

うつくしま、まちづくり情報発信局 

／元気ふくしま、地域づくり・交流促進事業のページ 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/ 

41055b/gennkifukushima.html 

    

事業実施地区一覧事業実施地区一覧事業実施地区一覧事業実施地区一覧    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

着手 完了

県北 県北－１ 1 飯坂温泉地区 福島市 16 23 ○

県北－２ 2 高湯温泉周辺地区 福島市 16 20 ○

県北－３ 3 天戸川地区 福島市 16 16 ○

県北－４ 4 岳温泉地区 二本松市 19 26 ○

県北－５ 5 東和町太田地区 二本松市 16 18 ○

県北－６ 6 羽州・奥州街道地区 桑折町・国見町 16 25 ○

県北－７ 7 阿武隈高地周辺地区 伊達市・二本松市・飯野町・川俣町 17 18 ○

県北－８ 8 松川地区 福島市 25 27 ○

県中 県中－１ 9 郡山市中田地区 郡山市 17 19 ○

県中－２ 10 郡山市熱海地区 郡山市 19 22 ○

県中－３ 11 郡山市湖南地区 郡山市・天栄村 20 26 ○

県中－４ 12 郡山湖南地区 郡山市 17 18 ○

県中－５ 13 郡山逢瀬川周辺地区 郡山市 16 18 ○

県中－６ 14 須賀川市長沼周辺地区 須賀川市 19 21 ○

県中－７ 15 須賀川南部地区 須賀川市 20 20 ○

県中－８ 16 羽鳥湖周辺地区 天栄村 16 18 ○

県中－９ 17 石川町地区 石川町 16 18 ○

県中－10 18 浅川町地区 浅川町 16 16 ○

県中－11 19 古殿町田口地区 古殿町 19 21 ○

県中－12 20 古殿町越代地区 古殿町 16 26 ○

県中－13 21 三春地区 三春町 19 19 ○

県中－14 22 小野町夏井地区 小野町 16 18 ○

県中－15 23 郡山市田母神地区 郡山市 23 29 ○

県中－16 24 田村市早稲川地区 田村市 23 26 ○

県中－17 25 小野町早渡地区 小野町 23 27 ○

県南 県南－１ 26 南湖公園周辺地区 白河市 16 22 ○

県南－２ 27 白河市中心市街地地区 白河市 19 28 ○

県南－３ 28 白河市街地地区 白河市 16 18 ○

県南－４ 29 西郷村真船地区 西郷村 17 19 ○

県南－５ 30 東白川地区 棚倉町・塙町・矢祭町・鮫川村 18 24 ○

県南－６ 31 塙本町地区 塙町 21 26 ○

県南－７ 32 久慈川周辺地区 棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村 22 26 ○

県南－８ 33 白河の関周辺地区 白河市 25 27 ○
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着手 完了

会津 会津－１ 34 七日町地区 会津若松市 16 20 ○

若松 会津－２ 35 芦ノ牧温泉地区 会津若松市 16 26 ○

会津－３ 36 会津リクリエーション公園地区 会津若松市 18 23 ○

会津－４ 37 柳津地区 柳津町 18 26 ○

会津－５ 38 国道２５２号沿線地区 金山町・三島町・柳津町 19 20 ○

会津－６ 39 三島町早戸地区 三島町 16 18 ○

会津－７ 40 三島町宮下地区 三島町 19 24 ○

会津－８ 41 下郷会津本郷地区 会津美里町・下郷町 19 23 ○

会津－９ 42 会津本郷地区 会津美里町 16 18 ○

会津－10 43 会津高田地区 会津美里町 20 21 ○

会津－11 44 赤留塔寺地区 会津美里町・会津坂下町 20 28 ○

会津－12 45 束松地区（歩く県道地区） 会津坂下町・柳津町外 22 ～ ○

会津－13 46 川井地区 三島町 23 25 ○

会津－14 47 大塩温泉地区 金山町 25 27 ○

喜多方 喜多－１ 48 喜多方中心市街地地区 喜多方市 19 27 ○

喜多－２ 49 恋人坂地区 喜多方市 19 21 ○

喜多－３ 50 山都町広野周辺地区 喜多方市 16 18 ○

喜多－４ 51 磐梯山周辺地区 北塩原村・猪苗代町・磐梯町 16 26 ○

喜多－５ 52 奥川・喜多方周辺地区 西会津町 22 28 ○

喜多－６ 53 観音寺川周辺地区 猪苗代町 22 22 ○

喜多－７ 54 会津まほろば街道地区 喜多方市 22 23 ○

喜多－８ 55 米沢街道地区 喜多方市 22 26 ○

南会津 南会－１ 56 伊南川沿川地区 南会津町・只見町 17 23 ○

南会－２ 57 尾瀬へのもてなし地区 檜枝岐村 16 21 ○

南会－３ 58 南会津中心市街地地区 南会津町 18 19 ○

南会－４ 59 下郷西部地区 下郷町 19 24 ○

南会－５ 60 大内宿周辺地区 下郷町 16 26 ○

南会－６ 61 布沢周辺地区 只見町 17 28 ○

南会－７ 62 下郷会津本郷地区 下郷町 20 23 ○

南会－８ 63 会津西部（只見川流域）地区 只見町 24 26 ○

 相双 相双－１ 64 真野川流域地区 南相馬市（鹿島区）・飯舘村 16 21 ○

相双－２ 65 相馬野馬追地区 南相馬市 16 20 ○

相双－３ 66 あぶくまロマンチック街道地区 飯舘村・浪江町・田村市・葛尾村・川内村 17
休止中

○

相双－４ 67 高瀬川渓谷地区 浪江町・葛尾村 16 19 ○

相双－５ 68 浅見川周辺地区 広野町 25 27 ○

相双－６ 69 新地沿岸地区 新地町 25 27 ○

いわき いわ－１ 70 常磐湯本地区 いわき市 16 17 ○

いわ－２ 71 遠野町地区 いわき市 20 24 ○

いわ－３ 72 夏井川周辺地区 いわき市 16 18 ○

いわ－４ 73 四時ダム周辺地区 いわき市 16 16 ○

いわ－５ 74 勿来地区 いわき市 16 17 ○

いわ－６ 75 小名浜地区 いわき市 16 18 ○

いわ－７ 76 大久田・新田地区 古殿町・いわき市 21 23 ○

いわ－８ 77 貝泊地区 いわき市 21 25 ○

いわ－９ 78 内郷白水地区 いわき市 22 22 ○

いわ－10 79 好間地区（ヘリテージ） いわき市 25 25 ○

小名浜 小名－１ 80 小名浜地区 いわき市 16 19 ○

あ自建 あ自－１ 81 あぶくま平田地区 平田村 16 16 ○
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元気ふくしま、地域づくり 

・交流促進事業実施地区位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年３月３１日現在 ８１地区（完了：●●●●、継続：●●●●） 


