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第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」について

令和２年１月

※まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（令和元年改訂版）を含む
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まち・ひと・しごと創生長期ビジョン

（令和元年改訂版）
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2008年12,808万人（概ねピーク）

2018年12,644万人

2110年5,343万人

2060年9,284万人

約１億人の人口を確保

社人研の推計では約9,300万人

（注１）社人研「日本の将来推計人口（平成29年推計）」出生中位（死亡中位）
（注２）「合計特殊出生率が上昇した場合」は、2030年に1.8程度、2040年に2.07程度となった場合について、まち・ひと・しごと創生本部事務局において推計を行ったものである。
（注３）実績（2018年までの人口）は、総務省「国勢調査」等による（各年10月１日現在の人口）。 2115～2160年の点線は社人研の2110年までの仮定等をもとに、まち・ひと・しごと創生本部事務局において、

機械的に延長したものである。

人口の長期的展望

○ 社人研の推計（注１）によると、2060年の総人口は約9,300万人まで減少。

○ 仮に合計特殊出生率が上昇（注２）すると、2060年は約１億人の人口を確保。

長期的にも約9,000万人で概ね安定的に推移すると推計。

○ 仮に合計特殊出生率の向上が５年遅くなると、将来の定常人口が約300万人少なくなると推計。

我が国の人口の推移と長期的な見通し

2060年 10,189万人
(参考１)10,030万人
(参考２) 9,891万人

2110年 8,969万人
(参考１) 8,612万人
(参考２) 8,284万人
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第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
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Ⅰ．第１期の成果と課題
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１．地方の若者就業率の上昇

○ 地方の若者の就業率は、一貫して上昇傾向。

○ 地方の若者人口が減少する中で、就業者数は
地方創生がスタートした2014年を超えている。

○ 若者の正規雇用労働者等の割合は、92.2％
（2013年）→ 95.0％（2017年）に上昇。

※地方：南関東を除く地域。 ※若者：15～34歳。

※正規雇用労働者等：自らの希望によらない非正規雇用労働者を含む。

◆2013年に当時33歳の崎田市長が就任して以来、IT企業
の誘致に注力。結果、11社のIT企業が進出し、若者の
雇用を創出。

◆さきがけとなったポート株式会社は、崎田市長の勧誘を
受け、2016年にサテライトオフィスを開設。日南市に
決めた理由として、行政の対応が迅速である点や、行政
が新たなチャレンジに寛容である点を挙げている。

60.2
61.0 61.3 61.4

62.5 63.0

64.9

55.7 56.1 56.4 56.6 57.2 57.8
59.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

15～34歳 15歳以上

(1,129)

(1,126)
(1,147)

(4,649)

(4,475)(4,440)

IT企業誘致による雇用創出（宮崎県日南市） 起業家誘致による雇用創出（島根県江津市）

【企業・起業家誘致、事業継承などによる雇用創出数】
375人の雇用を創出（2015～2017年度）

【起業家誘致による起業・雇用創出数】
起業22件・61人の雇用を創出（2010～2018年度）

◆2010年より、地域に新たな事業を創出できる人材を誘致
するため、地域の課題解決につながるビジネスを募集す
る「ビジネスプラン・コンテスト」を開催。

◆起業家を表彰するだけでなく、地元事業者・士業が立ち
上げたNPO法人が支援主体となり、地元の信金等とも連
携しながら一貫性のある継続的な支援を実施。併せて地
域起業家コミュニティの組成等も実施。

◆現在までに、20件を上回る起業が行われ、新たな雇用を
創出。

人口に占める就業者数の割合（％）
※括弧内は就業者数（万人）
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1,974 

2,404 

2,869 
3,119 
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２－1．インバウンドの拡大①

○ 訪日外国人旅行者数は、2018年に3,119万人
となり、６年連続で過去最高を更新。

○ 政府目標は、2020年に4,000万人、2030年に
6,000万人。

○ 直近６年間の外国人宿泊者数の伸び率は、地方
部の県が高い。地方部のシェアは2017年に初め
て４割を超えた。

訪日外国人旅行者数（万人）

地方部の外国人延べ宿泊者数のシェア（％）外国人延べ宿泊者数（2018年／2012年の倍率）

4.1 

4.1 

4.3 

4.6 

4.7 

5.0 

6.9 

7.2 

8.6 

11.7 

山形県

石川県

長野県

岩手県

岐阜県

岡山県

沖縄県

青森県

佐賀県

香川県

※地方部：三大都市圏（東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫）を
除く地域。
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２－2．インバウンドの拡大②
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外国人旅行者にターゲットを絞った
マーケティング（兵庫県豊岡市）

◆豊岡市は、城崎温泉や美しい海岸など自然豊
かな地方都市であるが、国内旅行者の縮小、
季節による宿泊客数の大幅な変動などの課題
を抱えていた。

◆2016年に観光地域づくり法人を立ち上げ、宿
泊予約サイトの運営、ツアー造成・販売な
ど、欧米豪の旅行者に絞ったマーケティング
を実施。外国人旅行者数の大幅増を実現する
とともに、閑散期に呼び込むことに成功。

【外国人宿泊者数】
10,457人（2013年）→  54,330人（2018年）

（単位：人）
豊岡市の欧米豪の宿泊者数

（2016年）

※赤枠は豊岡市
の閑散期

ICTを活用した外国人旅行者誘客
（福島県会津地方）

◆最初に言語と国籍を選択してもらうことで、
国籍ごとの嗜好に応じて観光コンテンツ、周
遊ルートを提示するサイトを構築。外国人旅
行者に対し、効果的な情報発信を行う。

【例１】中国の旅行者はラーメンを好んで食べる傾向
→喜多方ラーメンの優先度を上げて表示

【例２】オーストラリアの旅行者は高級なホテルを好む傾向
→値段の高いホテルの優先度を上げて表示

英語

繁体字

簡体字

言語を選択すると、内容の異なる
コンテンツページへ

さらに、①国籍・都市、②訪問予定
日、③好みのジャンルを選択すると、国
籍等に応じておすすめのプランを提示

【外国人宿泊者数（会津若松市）】
2,610人（2013年）→  18,115人（2018年）

8



0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

加工食品

水産物（調製品除く）

その他農産物

水産調製品

畜産品

穀物等

野菜・果実等

林産物

緑茶

4,497 

5,505 
6,117 

7,451 7,502 
8,071 

9,068 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

３．農林水産物・食品輸出額の拡大

○ 農林水産物・食品の輸出額は６年連続で

過去最高を更新。

○ 2019年に１兆円という政府目標に対し、

2018年には9,000億円を超える。

○ 品目別で額が大きいのは加工食品。他方、

伸び率は野菜・果実等や林産物が大きい。

農林水産物・食品輸出額（億円）

品目別輸出額（億円） ※括弧内は2018年／2012年の倍率

（2.4）

（1.9）
（1.4）

（1.5）

（2.2）

（2.2）

（3.2）

（3.2）

（3.0）

・加工食品 3,101億円（34.2%）
・畜産品 659億円 （7.3%）
・穀物等 426億円 （4.7%）
・野菜・果実等 423億円 （4.7%）
・その他農産物 1,051億円（11.6%）

うち緑茶 153億円 （1.7％）

・林産物 376億円 （4.1%）

・水産物 2,267億円（25.0%）
・水産調製品 764億円 （8.4%）

2018年の品目別内訳 ※括弧内は割合
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出生数及び合計特殊出生率の年次推移 （1947～2019年）

○ 出生数・出生率は、1970年代半ばから長期的に減少傾向。出生率は、2006年以降、
緩やかに増加してきたが最近は概ね横ばいで推移。出生数は、2016年以降100万人を下
回り、毎年減少。

資料：（2018年まで）厚生労働省「人口動態統計」（確定数）に基づき作成。
（2019年）厚生労働省「人口動態統計（年間推計） 」（2019年12月24日公表）に基づき作成。

４－１．人口減少・少子高齢化①
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万人 第１次ベビーブーム
（1947～1949年）
最高の出生数

2,696,638人

1966年
ひのえうま
1,360,974人

第２次ベビーブーム
（1971～1974年）

2,091,983人

2005年
最低の合計特殊出生率
1.26

2018年
出生数

918,400人
1994年
合計特殊出生率
1.50

2018年
合計特殊出生率
1.42

2019年（推計値）
最低の出生数
864,000人
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○ 2015年から2018年にかけて、総人口は66万人減少。

○ 2018年の65歳以上の老年人口は3,588万人となり、高齢化率は28.1％と過去最高値。

資料：(2015年まで)総務省「国勢調査」、(2018年)総務省「人口推計（平成30年10月１日現在）」（2019年４月12日公表）に基づき、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局
において年齢不詳を按分の上、集計。
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○ 東京圏への転入超過は、2020年の均衡目標に対し、2018年は13.6万人。

○ 転入超過数の大半を10代後半、20代の若者が占めており、大学等への進学や就職が一
つのきっかけになっているものと考えられる。

転

入

転

出

資料出所：総務省「住民基本台帳人口移動報告」（2010年―2018年/日本人移動者）
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○ 東京圏の転入超過数は、かつては、転入超過が多いときは男性が女性を上回り、少な
いときは女性が男性を上回る傾向がみられた。

○ リーマンショック、東日本大震災以降は、 女性が男性を上回って推移している。

（転入超過数 万人）

（出典）総務省「住民基本台帳人口移動報告」（日本人移動者）

東京圏への男女別転入超過数の推移（1958～2018年）

５－２．東京圏への一極集中②
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Ⅱ．第２期の主な取組の方向性
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１．第２期「総合戦略」 ＜地方創生の目指すべき将来＞

＜課題＞

＜地方創生の目指すべき将来＞

○ 首都直下地震などの巨大災害に
よる被害が大きなものに。

○ 地方において地域社会の担い手が
減少し、地域経済が縮小。更に、人口
減少を加速させ負の連鎖に。

○ 「まち」の機能が低下し、地域の魅
力・活力が損なわれ、生活サービスの
維持が困難に。

人
口
減
少

東
京
圏
へ
の

一
極
集
中

⇒『将来にわたって「活力ある地域社会」の実現』と、『「東京圏への一極集中」の是正』を共に目指す。

将来にわたって「活力ある地域社会」の実現

結婚・出産・子育ての希望をかなえる

魅力を育み、ひとが集う

人口減少に適応した
地域をつくる

地域の外から稼ぐ力を
高めるとともに、

地域内経済循環を実現する

人口減少を和らげる

「東京圏への一極集中」の是正
15



１．東京一極集中の是正に向けた取組の強化

・関係人口の創出・拡大

・企業版ふるさと納税の拡充

①地方への移住・定着の促進

②地方とのつながりを強化

地方移住の裾野を拡大

＋

２．第２期「総合戦略」 ＜第２期の主な取組の方向性＞

２．まち・ひと・しごと創生の横断的な目標に基づく施策の推進

②新しい時代の流れを力にする
・地域におけるSociety 5.0の推進 等

①多様な人材の活躍を推進する
・多様なひとびとの活躍による地方創生の推進 等
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３．第2期総合戦略において見直し等を行った事項

横断的目標１：多様な人材の活躍を推進する
・多様な人々の活躍による地方創生の推進
・誰もが活躍する地域社会の推進

横断的目標２：新しい時代の流れを力にする
・地域におけるSociety5.0の推進
・地方創生SDGsなどの持続可能なまちづくり

（１）横断的な目標の追加

（２）基本目標の見直し

基本目標２：「地方とのつながりを築く」観点の追加

基本目標１，４：「ひとが集う、魅力を育む」観点の追加

（３）多様なアプローチの推進

従来の「しごと」起点のアプローチに加え、地域の特性に応じて、「ひと」起

点、「まち」起点という多様なアプローチを柔軟に行う。
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４．第２期「総合戦略」 ＜第２期「総合戦略」の政策体系＞

○働きやすい魅力的な就業環境と担い手の確保

○地域の実情に応じた取組の推進

３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる

○結婚・出産・子育てしやすい環境の整備

◆ 第１子出産前後の女性継続就業率、70％（2025年） 等

○結婚・出産・子育ての支援
○仕事と子育ての両立

２ 地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる２ 地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる

○関係人口の創出・拡大
○地方への資金の流れの創出・拡大

○地方移住の推進
○若者の修学・就業による地方への定着の推進

基本目標

○地域資源・産業を活かした地域の競争力強化
○専門人材の確保・育成

主な施策の方向性

１ 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする１ 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする
目指すべき将来

○安心して働ける環境の実現
◆ 若い世代（15～34歳）の正規雇用労働者等の割合

全ての世代と同水準を維持 等

○地域の特性に応じた、生産性が高く、
稼ぐ地域の実現

◆ 地方における若者を含めた就業者増加数
100万人 （2019年～2024年）

４ ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる４ ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる

○活力を生み、安心な生活を実現する環境の確保

◆ 市町村域内人口に対して、居住誘導区域内の人口の占める
割合が増加している市町村数、評価対象都市の2/3

等
○安心して暮らすことができるまちづくり

○質の高い暮らしのためのまちの機能の充実
○地域資源を活かした個性あふれる地域の形成

将来にわたって
「活力ある地域社会」

の実現

結婚・出産・子育て
の希望をかなえる

◆ 結婚、妊娠、子供・子
育てに温かい社会の実
現に向かっていると考
える人の割合、50％

魅力を育み、
ひとが集う

○地方に住みたい希望の
実現

横断的な目標

○地方への移住・定着の推進

◆ UIJターンによる起業・就業者数、６万人（2019年～2024年） 等

○地方とのつながりの構築
◆ 「関係人口」の創出・拡大に取り組む地方公共団体の数

1,000団体

人口減少に適応した
地域をつくる

人口減少を和らげる

◆：KPIの項目、目標値及び目標年度（目標年度の記載のない項目の目標年度は2024年度）

新
し
い
時
代
の
流
れ
を
力
に
す
る

○
地
方
創
生
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
実
現
な
ど
の
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り

○
地
域
に
お
け
る
S
o
c
i
e
t
y

５
．
０
の
推
進

◆
未
来
技
術
を
活
用
し
地
域
課
題
を
解
決
・
改
善
し
た
地
方
公
共
団
体
の
数
及
び
そ
の
課
題
解
決
・
改
善
事
例
数
、

◆
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
達
成
に
向
け
た
取
組
を
行
っ
て
い
る
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
の
割
合
、

「東京圏への一極集中」
の是正

◆ 地方・東京圏の転出入均衡

地域の外から稼ぐ力を
高めるとともに、

地域内経済循環を実現する

○
多
様
な
ひ
と
び
と
の
活
躍
に
よ
る
地
方
創
生
の
推
進

○
誰
も
が
活
躍
す
る
地
域
社
会
の
推
進

多
様
な
人
材
の
活
躍
を
推
進
す
る

◆
女
性
の
就
業
率
、

等

◆
地
域
再
生
法
等
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
て
い
る

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
の
数
、

60
％

600

団
体

600
件

150

団
体

82
％

・
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Ⅲ．第２期の主な施策
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【基本目標１】

稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする

20



１－1－1．地域資源・産業を活かした地域の競争力強化①

①ものづくり・商業・サービス補助事業
中小企業が行う、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援。

②IT導入補助事業
中小企業が行う、バックオフィス業務の効率化、新たな顧客獲得等の付加価値向上に資するITツールの導入を支援。

③小規模事業者持続化補助事業
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む、販路開拓等の取組を支援。
事例①：生産機械製造業

・複数形状の餃子を製造可能な、餃子全自動製
造機を開発。

・海外での販売が好調で、餃子製造機において、
世界シェアトップに。

事例③:販売業事例②:建築業
・建築3次元CADの導入により、顧客の満足度・
理解度が向上。意思決定スピードが上がり、利
益もアップ。

･外注していた完成イメージを作成できるようにな
り、コスト･時間が削減され、労働生産性も向
上。

○地域経済において重要な役割を担う中小企業は、人手不足に直面する中、働き方改革などの制度変
更に対応することを求められている。
○（独）中小企業基盤整備機構が、複数年にわたって中小企業の生産性向上を継続的に支援する
「生産性革命推進事業」（仮称）を創設。制度変更への対応や生産性向上の取組状況に応じ、設備
投資、IT導入、販路開拓等を一体的かつ機動的に支援。

地域中小企業の生産性の向上

・客足が減少傾向にあったところ、店舗照明のLED化を
実施。

・照明効果で気軽に店舗に出入りできるようになり、新
規客が増え、来客数が50％増加、売上10％増加。
発熱量が減少したため、 商品(花)の寿命も延び、在
庫ロスが1割減。
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類型
期待される役割

グローバル型
海外需要の獲得

サプライチェーン型
サプライチェーンの維持・強化

地域資源型
地域資源の活用・雇用の下支え

生活インフラ関連型
生活基盤の維持

支援例

・ 設備投資
・ 新技術・商品開発
・ 海外展開

・ 設備投資
・ 共同研究・開発

・ 販路開拓
・ 新商品開発
・ ブランディング

・ 経営基盤の強化
・ IT導入
・ 新サービス開発

資金繰り、人材確保・育成、事業承継の円滑化 等

グローバル型（例） サプライチェーン型（例） 地域資源型（例） 生活インフラ関連型（例）
海外数十カ国に輸出する
国産シェアトップの医療機器
を有するメーカー

（愛知県）

地元の伝統文化や自然を
アドベンチャー・ツーリズムとして
提供する宿泊業者

（北海道）

イベントを企画し、
観光客誘致の取り組みを
進める鉄道会社

（和歌山県）

○平成29年度から、地域経済の中心的担い手として、合計3,688社の「地域未来
牽引企業」を選定。

○今後、その役割に応じた「目標」の設定を求めた上で、関係省庁連携の下、重
点的な支援を行う。

デザイン：水戸岡鋭治

地域未来牽引企業に対する集中的な支援

１－１－２．地域資源・産業を活かした地域の競争力強化②

世界トップシェアの
自動車用ギア部品メーカー

（広島県）
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○ プロフェッショナル人材の地域への還流を拡大し、地域企業の生産性向上・経営改善、起業促
進等を図ることで、地域経済の活性化を実現。

○ 副業・兼業を含めた多様な形態での人材マッチング支援を行うため、プロフェッショナル人材戦
略拠点の体制を倍増するとともに、地域を越える副業・兼業に伴う移動費について支援。

○ 同拠点の全国事務局機能を強化し、東京圏などの大都市部の企業における副業・兼業に関する理
解の増進や、フォーラムやセミナーの開催による働き手への情報提供を実施。

国

地方創生推進
交付金

②人材ニーズ情報の提供

地域企業 民間人材会社

全国事務局
（プロフェショナル人材事

業強化支援事業者）

委託

調査・分析、強化支援事業

③人材の紹介・
マッチング

各道府県のプロフェショナル
人材戦略拠点

①人材ニーズ明確化、
経営戦略策定支援等

※各道府県のプロフェッショナル人材戦略拠点については、地方創生推進
交付金を活用して支援。

１－２－１．専門人材の確保・育成①（プロフェッショナル人材事業）

事業イメージ 成約件数と相談件数の推移

373
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○ 地域企業の経営幹部や、経営課題解決に必要な専門人材を確保し、地域企業の成長・生産性向上
の実現を目指す。

○ 地域金融機関等が、地域企業の経営課題や人材ニーズを調査・分析し、職業紹介事業者等と連携
して行う人材マッチング事業（地域人材支援事業）を支援する。

事業概要

○日常的に地域企業と関わり、その経営課題を明らかにす

る主体として、地域金融機関などを想定。

○予算規模は10億円。（令和元年度補正予算）

○マッチングの成約時に、成果に連動してインセンティブ

を与える仕組み。

１－２－２．専門人材の確保・育成②（先導的人材マッチングモデル）
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【基本目標２】

地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる
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※１ 東京圏の条件不利地域※４を含む。
※２ 東京圏在住の23区への通勤者のうち、条件不利地域※４在住者を除く。
※３ 都道府県による移住希望者等と中小企業等のマッチングを支援する仕組みの構築を別途支援。
※４ 過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小

笠原諸島振興開発特別措置法において規定される条件不利地域を有する市町村（政令指定都市を除く）。
※５ 世帯の場合は最大100万円、単身の場合は最大60万円。

２－１－１．地方への移住・定着の促進

〇 地方へのUIJターンによる起業・就業者の創出等を地方創生推進交付金により支援してお
り、現在、42道府県、1,140市町村で実施。

〇 対象者や対象企業を拡大する運用の弾力化により、更なる移住を促進。

主な変更点

対象者（移住希望者）

■東京23区に在住又は通勤している期間

「直近連続５年以上」から

「直近10年間で通算５年以上」に変更

対象企業（就業先企業）

■「資本金10億円未満の企業」に加えて、

「資本金概ね50億円までの企業で、知事

が認める場合」は対象とする

■「本店所在地が東京圏外にある法人」に

加えて、

「東京圏に本店があっても、東京圏外の

勤務地限定型社員」は対象とする
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２－２－１．関係人口の創出・拡大

○ 地域課題の解決や将来的な地方移住に向けた裾野を拡大するため、関係省庁と連携し、
特定の地域に継続的に多様な形で関わる関係人口の創出・拡大を目指す。

地 方
（受入れ地域）

都市部住民

起業支援・キャリア形成

副業・兼業

地域体験・ボランティア

個人

家族

企業

学校

（趣味などの）

コミュニティ

依頼・
相談

募集

地域住民と
のつながり

の場

地方公共団
体、地域企業

地域の人

中
間
支
援
組
織

つなぐ・サポート

○ 関係人口が地域と継続的に深くつながる事例を
創出・発掘するため、
・ 関係人口と地域との継続的な協働事業
・ 関係人口も意識した地域活性化
に取り組む地方公共団体を支援

○ プロフェッショナル人材戦略拠点の体制を強化・
倍増し、地域企業に対する、副業・兼業を含めた
多様な形態での人材マッチングを行う

○ 関係人口を受け入れる地域へのアドバイスや、
都市住民と地域ニーズのマッチングを行う中間支
援組織等の活動を支援

プロフェッショナル人材
戦略拠点

＜長野県泰阜村＞
やすおか

NPO法人等と協働し、山村留学等

の「学びの事業」を積極的に提供
することを通して再来訪を促し関
係人口（ファン）をつくる。

人材ニーズ 求職者

マッチング
27



２－２－２．「移住・関係人口」創出・拡大に向けた地方拠点の設置・強化

都道府県レベル
の地域拠点

市町村レベル
の地方拠点

○ 現在、地方公共団体には、移住関係の支援体制・機能が備わってきているが、関係人口の取組支
援もワンストップで行い、民間の中間支援機関等との連携も推進することが必要。

○ このため、全国における「移住・関係人口」の創出・拡大に向けて、
①プロフェッショナル人材戦略拠点の人員を倍増し、500人体制とする。

また、地方での副業・兼業等に要する移動費を３年間で最大150万円支援。
②市町村に、移住・関係人口総合センターを設置。

②全国で1,000の
市町村に設置

移住・関係人口への支援
プロフェッショナル人材

戦略拠点

ひと・しごと総合拠点（仮称）

連携・情報共有

①-1 人員倍増（500人体制）
①-2 地方での副業・兼業等への

移動費支援（最大3年間150万円）

○地方への移住・定着を支援

○関係人口の創出・拡大を支援

移住・関係人口総合センター
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２－３.高校生の「地域留学」の推進による関係人口の創出・拡大

高１
地元の高校へ入学

高２
他地域の高校へ地域留学

高３
地元の高校へ戻り、卒業

在籍高校 留学先高校 在籍高校

その高校ならではの魅力的な高校生活を送れるよう、
地域留学生を全面的にサポート！

大学・企業・
地域住民 等

高校魅力化のためのコンソーシアムを形成

コーディネーター

魅力化を行う高校 他
地
域
の
高
校
生

１年間「地域留学」

将来は関係人口として
多様な関わり

○ 地域の将来を支える人材の育成のためには、高校段階で地域を知る機会を創出することが重要。
○ このため、全国から高校生が集まるような魅力的な高校づくりのための取組を支援し、高校生の「地域留
学」を推進。

29



○ 企業版ふるさと納税は、企業が寄附を通じて地方創生の取組を応援するものであり、当該取
組の実施を通じて、企業と地方公共団体のつながりをつくることができる。

○ 企業と地域のつながりを強化するため、企業・地方公共団体の意見等を踏まえ、制度の拡充
等を令和２年度から実施。

２－４－１．企業版ふるさと納税の拡充

寄 附

・個別事業の認定から包括的な認定へ

・国の交付金・補助金活用事業も対象

・企業と自治体とのマッチング機会を
充実最大約９割

企 業

【課題】

・税の軽減効果が小さい。

・事業費が確定するまで寄附できな
い。

地方公共団体
【課題】

・手続が煩雑である。

・補助金や交付金の地方負担分に寄附
金を充当できない。

・企業に課題を共有する機会がない。

・税額控除割合を現行の２倍に拡大
税の軽減効果 最大約６割→最大約９割へ

・寄附時期の制限を緩和
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企業版ふるさと納税の事例(2)・・・東京都青梅市２－４－２．企業版ふるさと納税の活用事例（岡山県玉野市）

31
機械科での授業の様子 (株)三井E&Sホールディングス玉野

事業所内の実習施設での実習の様子

○ 2018年４月に市立商業高校に機械科を新設するととも
に、(株)三井E&Sホールディングス玉野事業所内に実習施
設を設置。

○ (株)三井E&Sホールディングス社員が実際に使う機械・
器具を使用するなど、独自の実習プログラムを提供。高校
生にものづくりへの興味を持ってもらえるなどの点で、
(株)三井E&Sホールディングスも寄附によるメリットを感
じていると語る。

○ このほか、地元企業と連携し、インターンシップ制度の
充実や小中学生を対象とした職業体験などを実施。

○ 岡山県玉野市は造船業を基幹産業とした企業城下町であるが、市内に工業高校が存在せ
ず、工業系企業への就職者不足が深刻化していた。

○ 若い世代の転出超過数が大きく、地元定着を推進する必要があった。

➡ 地元企業の即戦力となる専門人材を育成するため、企業からの寄附を活用し、市立高
校に工業系学科を新設。

８５,６００千円

１６１,８０９千円



【基本目標３】

結婚・出産・子育ての希望をかなえる
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（２）仕事と子育ての両立

（１）結婚・出産・子育ての支援
〇妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供するワンス

トップ拠点である子育て世代包括支援センターの設置を促進。
〇出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、

産後も安心して子育てができる支援体制を確保するための産
後ケア事業を推進。

少子化の進行は、結婚・出産・子育てに対する負担感、子育てと仕事の両立のしにくさなどの要因
が複雑に絡み合っていることから、きめ細かな少子化対策を総合的に推進。

３－１．結婚・出産・子育てしやすい環境の整備

〇「子育て安心プラン」に基づき、2020年度末までに待機児
童解消を図り、女性の就業率８割に対応できるよう、2017
年度末から約32万分の保育の受け皿を整備。
〇地方自治体が行う結婚支援や子育てに温かい社会
づくり・機運醸成等の取組を財政的に支援。

〇幼児教育・保育の無償化の着実な実施（2019年10月～）
（１）幼稚園、保育所、認定こども園等

● ３～５歳：幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育（標準的な利用料）の利用料を無償化
● ０～２歳：上記の施設を利用する住民税非課税世帯を対象として無償化

（２）幼稚園の預かり保育
● 保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園に加え、利用実態に応じて、月額1.13万円までの範囲で無償化

（３）認可外保育施設等
● ３～５歳：保育の必要性の認定を受けた場合、認可保育所における保育料の全国平均額（月額3.7万円）までの利用料を無償化
● ０～２歳：保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯の子供たちを対象として、月額4.2万円までの利用料を無償化

〇育児・介護休業法に基づく両立支援制度の周知・定着を
図る。

〇仕事と子育てが両立しやすい職場環境を整備するため、
両立支援に取り組む事業主への助成金、子育てサポート
企業として認定する制度（くるみん及びプラチナくるみ
ん）の普及促進等の施策を推進。

〇働き方と休み方の見直しを進めるため、時間外労働の上限規制
の円滑な履行、年次有給休暇の取得しやすい時季における集
中的な広報を行う。

〇改正女性活躍推進法に基づき、常用労働者301人以上の事業
主に対する情報公表の強化等は来年度施行、 101人以上300
人以下の事業主への対象拡大は2022年度施行に向け、事業
主に対して必要な支援等を実施。 33



○ 「地域アプローチ」による少子化対策を強力に推進するため、国において、地域特性の見える化、具体的な取組の
検討等の一連のプロセスをまとめた「少子化社会対策地域評価ツール」を整備。

○ 都道府県・市町村において、「少子化対策地域評価ツール」を活用し、部局横断的に、地域特性の分析、地域
の強み・課題を踏まえた取組の検討を行い、国の制度・交付金等も活用した効果的な少子化対策の取組を推進。

◎ 多様な指標による分析
まちのにぎわい、コミュニティ、

子育てサービス、男女の就業状況
などの要素から、地域特性を見え
る化

◎ 幅広いデータを分析に活用
・国の統計データ
・都道府県/市町村の独自データ
・民間事業者のデータ

◎ データの分析
結果は、地域の評
判や住民感覚によ
る地域の特徴と整
合的か？

◎ データに表れ
ない地域固有の風
土・文化などの影
響は？

◎ 適宜、分析
データの項目を追
加・削除

◎ 国の制
度・交付金
等も踏ま
え、注力す
べき分野を
検討

◎ 部局横断
的に進める
取組の検討

◎ 都道府
県・市町村
で連携して
進める取組
の検討

取組事例の分析・横展開
支援チームによる支援 等を検討

◎ アンケートや住民意識調査に
よる主観要素の把握・分析

部局横断的な検討（都道府県／市町村）
地域福祉担当

まちづくり担当

総合企画担当子育て支援担当
地方創生担当

商工雇用担当 学校・幼児教育
担当

観光担当

① 客観的指標の分析による
地域特性の見える化

③ 地域の強み・
課題の分析

④ 対応策
の検討

② 主観調査による
地域特性の分析

■官民連携で、あらゆる手法や施策を活用した対応を実施。
〇地域コミュニティによる子育ての支え合い

〇男女にとって魅力的な働き方

〇職住育近接のまちづくり
など ※都市類型の違いも意識

地域の実情に応じた取組

各省庁・自治体独自の補助制度

地域少子化対策重点推進交付金

国の補助制度なども活用

地方創生推進交付金

３－２.「少子化対策地域評価ツール」を活用した少子化対策の推進

国の支援

コミュニティの中で柔軟に子育て支
援を行うインフォーマルな支援体制
づくり

都市近郊のニュータウンにおいて、
職住近接のコワークステーションを
設けて、子育て世代が通勤負担なく
働くことができるまちづくり
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【基本目標４】

ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる
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主な施策の方向性

（１）質の高い暮らしのためのまちの機能の充実

➢ コンパクト・プラス・ネットワークや、地域交通の維持・確保の推進
➢ 既存の公共施設・不動産のストックの最大限の活用などによるストックマネジメント

（２）地域資源を活かした個性あふれる地域の形成

➢ 豊かな自然、観光資源、文化、スポーツ、地域エネルギーなど地域の特色ある資源を

最大に活かした、地域の活性化と魅力の向上

（３）安心して暮らすことができるまちづくり

➢ 医療・福祉サービス等の機能を確保し生涯現役の社会づくりを推進

.➢ 地域における防災・減災や、地域の交通の安全確保
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４－１. 地域交通イノベーションに向けた計画制度等の見直し、MaaSなど新たなモビリティサービスの推進

全ての地方公共団体による計画づくりとその実施を推進
乗合バスのダイヤ調整、使いやすい運賃設定などによるきめ細かなサービス向上を促進
自家用有償旅客運送、スクールバス、福祉輸送などの移動手段の活用方針を明確化

自家用有償旅客運送の手続を容易化
観光客などを運送できることを明確化

地方公共団体が中心となった輸送サービス・移動手段の確保・充実
（地域公共交通活性化再生法の改正）

自家用有償旅客運送の実施手続の円滑化
（道路運送法の改正）

地方都市などで、利用者が使いやすい路線、ダイヤ等にする
ための共同経営について、 独占禁止法の適用除外を制度化

地方バスの会社間連携の促進
（独占禁止法特例法）

現在、交通政策審議会を開催して、以下について検討しており、年初に中間とりまとめを予定。

地域交通イノベーションに向けた計画制度等の見直し

自家用有償旅客運送

路線バス オンデマンド交通

MaaSの推進

MaaS（マース：Mobility as a Service）とは、
スマホアプリにより、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位
での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移
動サービス、関連サービスを組み合わせて検索・予約・決済等
を一括で行うサービス

（例）京丹後地域（京都府北部）の実証実験

京丹後鉄道沿線でサービス実施

西舞鶴

豊岡 天
橋
立

福知山

宮
津

＜提供するサービス＞
・複数交通モードのデジタルフリーパスの販売
・経路検索、予約、決済（QRコード）
・観光施設、飲食店等とも連携、QRコード化
・鉄道、バス、タクシー、レンタサイクルなどが参加

※WILLER社資料より抜粋

MaaSの全国への早期普及に向け、今年度、19地域で実証実験を実施中。
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４－２．「小さな拠点」・「地域運営組織」の形成推進

○ 中山間地域等において、将来にわたって地域住民が暮らし続けることができるよう、必要な生活サービ
スの維持・確保や地域における仕事・収入を確保し、将来にわたって継続できるような「小さな拠点」の形
成（集落生活圏を維持するための生活サービス機能の集約・確保と集落生活圏内外との交通ネットワー
ク化）が必要。

○ あわせて、地域住民自らによる主体的な地域の将来プランの策定とともに、地域課題の解決に向けた
多機能型の取組を持続的に行うための組織（地域運営組織）の形成が必要。

○ 2024年度までに小さな拠点を全国で1,800箇所（2019年度：1,181箇所）形成し、うち地域運営組織が形
成されている比率を90％（2019年度：86％）とすることを目指す。

集落生活圏

集落 集落

集落

集落

旧役場庁舎

スーパー
跡地

郵便局・JA・ATM 小学校

ガソリン
スタンド

道の駅

例：旧役場庁舎を
公民館等に活用

例：コミュニティバス等により交通手段を確保

例：道の駅での日用品販売や住民の活動拠点に

診療所

例：付加価値の高い
農林水産物加工場

例：地域資源を活かした作
物を栽培、道の駅で販売

例：集落の女性組織によ
る６次産業化商品の開発

例：小学校の空きスペースや
廃校舎を福祉施設等に活用

例：撤退後のスーパーを
住民により運営

取組イメージ

日用品等
の販売

産直市場
の運営

移動手段の確保
（公共交通）

ガソリン
スタンドの運営

カフェ・サロン
の運営

買い物代行・宅配
・見守りサービス

中山間地域をはじめとして、暮らし続けられる地域の維持 38



対象地域：人口急減地域（過疎法に基づく過疎地域及び過疎地域と同程度の人口減少が生じている地域）

対象団体：中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合

対象事業：マルチワーカー（季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事）の派遣等

認定手続：事業協同組合の申請に基づき、都道府県知事が認定（10年更新制）

特例措置：労働者派遣法に基づく労働者派遣事業（無期雇用職員に限る）を許可ではなく、届出で実施することが可能

財政支援：組合運営費の１／２を国・市町村が財政支援

根拠法 ：地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律＜令和２年６月４日施行＞

制度
概要

地域外の
若者等

地域内の
若者等

地域づくり人材

特定地域づくり事業協同組合
＝ 地域づくり人材のベースキャンプ

都道府県

認定

出資
賦課金負担

人口急減地域

給与支給

所得の安定
社会保障の確保

料金組合員の事業に従事

特定地域づくり事業

地
域
内
の

事
業
者

食

品

加

工

業

者

製

材

業

者

介

護

業

者

運

送

業

者

小

売

業

者

… …

観

光

協

会

商
店
街
振
興

組

合

…

農

業

者

林

業

者

…

漁

業

者

機

械

製

造

業

者

一次産業
(農林漁業)

三次産業
(サービス産業)

二次産業
(製造業等)

その他

○組合運営費の１／２を財政支援（国1/2・市町村1/2）

○対象経費は、①派遣職員人件費、②事務局運営費

・対象経費の上限額 派遣職員人件費 ４００万円／年・人

事務局運営費 ６００万円／年

○令和２年度予算 ５億円

国・市町村

財政
支援

派遣職員６名 運営費２，４００万円／年

＜１組合当たりの財政支援のイメージ＞

１／４
市町村負担

（６００万円）

１／２
利用料金収入

（１，２００万円）

１／２
公費支援（１，２００万円）

１／４
国負担

（６００万円）

・事業者単位で見ると年間を通じた仕事がない

・安定的な雇用環境、一定の給与水準を確保できない

⇒人口流出の要因、UIJターンの障害

人口急減地域の課題

・地域全体の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出

・組合で職員を雇用し事業者に派遣（安定的な雇用環境、一定の給与水準を確保）

⇒地域の担い手を確保

特定地域づくり事業協同組合制度

４－３．特定地域づくり事業協同組合制度（案）の概要
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①東京ｵﾘﾊﾟﾗ、ﾜｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞｹﾞｰﾑｽﾞ
2021関西等のﾚｶﾞｼｰを全国に残す

②スポーツ関連産業の拡大とそれが
地域経済にも貢献できる仕組みが
必要

③スポーツ実施率を上げ、国民の健康
長寿に貢献

【背景】 スポーツ・健康まちづくり
(1)スポーツの力を活用して、各地域が持つ多様

な社会課題（地域経済の低迷等）を解決し、
地域経済活性化に貢献

(2)様々なスポーツ関連領域で活躍する優秀な人
材を継続的に育成・輩出

① 地域経済やスポーツツーリズム・
ヘルスケア産業の拡大

② 元気な「ひと」と「まち」の増加
(健康格差の減少)

③ 社会保障費の適正化への貢献

【5年後のスポーツ・レガシー】

【政策の柱】

【目標】5年後にスポーツ・健康まちづくりに
取り組む地方公共団体の割合
⇒20％

１．スポーツを活用した経済・
社会の活性化

２．スポーツを通じた健康増進
・心身形成・病気予防

３．自然と体を動かしてしまう
「楽しいまち」への転換

○スポーツツーリズムの推進、地域スポーツ
コミッションの設置支援・機能強化

○大学スポーツによる地域貢献及び
UNIVASの活用

○大会の開催都市やホストタウンのレガ
シー形成支援 等

○スポーツ実施率向上に向けた推進体
制の構築

○学校体育施設の活用促進
○学校体育と地域ｽﾎﾟｰﾂの連携・協働
○医療機関との連携の促進

等

○Walkable Cityの実現
○公園のさらなる活用によるスポーツが

したくなる環境整備（広場の芝生化
等）

○自転車の活用推進（自転車通行
空間の整備促進等） 等

【政策を推進する基盤整備】
○自治体等のマインドチェンジ・キャパシティビルディング ○組織・体制の再構築及び連携の強化
・首長・自治体職員、民間企業社員、スポーツ指導者等に
対するWeb講習、研修会、ガイドラインや手引書の配布等

・セカンドキャリアを見据えたデュアルキャリア教育の推進

・自治体内における関係部局（ｽﾎﾟｰﾂ部局、企画部局、健康福
祉部局、まちづくり部局、国際部局等）間での連携の促進

・地域スポーツコミッションや総合型スポーツクラブ等について現状と
課題を把握し、今後の組織の在り方を検討 等

４－４．スポーツ・健康まちづくり（概要）
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【横断的な目標１】

多様な人材活躍を推進する
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主な施策の方向性

（１）一人ひとりが魅力づくりの担い手となる地方創生
➢ 企業、NPO、住民など、地域に関わる一人ひとりが地域の担い手として参画し、

活躍できる環境づくり

（２）地方公共団体等における多様な人材の確保
➢ IT分野などについて、地方公共団体に対して民間専門人材を派遣する新たな仕組みの

構築・推進

（３）地域コミュニティの維持・強化

目標：多様な人々の活躍による地方創生の推進

（１）誰もが居場所と役割を持つ地域社会の実現
➢ 女性、高齢者、障害者など誰もが活躍し、多様性に富む豊かな地域社会づくり

（２）地域における多文化共生の推進
➢ 外国人材に対する積極的な受入支援や共生支援

目標：誰もが活躍する地域社会の推進
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○ これまでの中高年齢者の移住に重点が置かれていた「生涯活躍のまち」について、制度の縦割りを超え、全世代を対象として
移住者や関係人口、地元住民など「誰もが居場所と役割を持つ「ごちゃまぜ」のコミュニティづくり」等を推進。

○ 取組の推進に当たっては、個々の施設というよりも、エリア全体の魅力向上や空間デザインという点を視野に入れ、「活躍・し
ごと」、「交流・居場所」、「住まい」、「健康」などの必要な機能を確保。「生涯活躍×関係人口」の取組も推進。

居場所と役割のあるコミュニティづくり

■ コミュニティとの関係性を重視した「新しい住まい」
の具体化と普及

■ 空き家や団地など地域の既存ストックの再生・活
用。空間デザインも重視。

■ いつまでも健康で活躍できるモデルの普及
■ 新しい就労支援モデルの確立と普及
■ 付加価値の高い仕事が地方に流れる枠組みづくり

活躍・しごと

交流・居場所

■ 「ごちゃまぜ」の多世代交流の場づくり
■ 学校空き教室、商店街空き店舗、未利用農地など遊休
資源を徹底活用

(BEFORE)

(AFTER)

【輪島KABURET拠点施設】 【拠点施設での交流の様子】

住まい
【新橋邸（輪島市）】

（サービス付き高齢者向け住宅）

【交流スペース】

【ゴッチャ！ウェルネス（輪島市）】

誰でも利用できる「ごちゃまぜ」の
健康づくり

【しごとコンビニ（奈義町）】

健康

【仕分け・封入】【拠点での作業】

都市部との連携

業務プロセス改革による
企業業務の切り出し

【外観】

都市部の企
業

都
市
と
地
方
の
人
材
循
環

移

住 地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携

【空き家活用（南部町）】

横１－１．新たな全世代・全員活躍型の「生涯活躍のまち」の推進強化
～誰もが活躍するコミュニティづくり～
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横１－２．地域における多文化共生の推進

外国人材による地方創生支援制度

○在外の親日外国人材の掘り起こし、地方公共団体等との円滑なマッチングの支援等

地域における外国人材の受入支援・共生支援

○外国人材の受入支援や共生支援などの地方公共団体の自主的・主体的で先導的な
取組を積極的に支援

地方公共団体等
○在外の親日外国人材の雇用
○先導的な地方創生の取組を実施
インバウンド事業
海外販路拡大事業 等

外務省
日本国大使館、
国際交流基金等

＜各国（アジア・中南米等）＞

日本語学習者
（現地大学・日本語学校）

日系人コミュニティ
（県人会・日本人連合会等）

直接応募

選考・雇用

マッチング支援

地方公共団体等
○先導的な地方創生の取組を実施
地域における外国人材の受入支援事業
地域住民と外国人材との交流促進事業 等

内閣府

地方創生推進交付金による支援

内閣官房
内閣府

○ 外国人材がその能力を最大限に発揮し、地域における新たな担い手として定着できるよう、
外国人材に対する積極的な受入支援や共生支援を行う。
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【横断的な目標２】

新しい時代の流れを力にする
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○ 地方公共団体のSociety5.0実現に向けた多様な取組を総合的に支援することで、地域におけるSociety5.0を
早期に実現し、地方創生を深化させる。

地域における
情報通信
基盤等の
環境整備

地域における
情報通信
基盤等の
環境整備

未来技術の
活用による
地域課題の

解決、地域の
魅力向上

未来技術の
活用による
地域課題の

解決、地域の
魅力向上

デジタル人材の育成・確保
市町村への民間デジタル専門人材派遣等を通じ、未来技術
を活用した地方創生のための人材基盤を整備

５Ｇ等の情報通信基盤の早期整備
５Ｇ基地局等の整備を都市部と地方部の隔たりなく加速
させるとともに、５Ｇ利活用促進策も一体的に推進

地方創生推進交付金にSociety 5.0を推進するための
支援の枠組を新設、未来技術を活用する地方公共団体に
対するハンズオン支援 等

地方創生推進交付金等による支援

各分野での未来技術の活用・横展開の推進
スマート農林水産業、遠隔医療、遠隔教育、自動運転、
MaaS、サテライトオフィス等の未来技術を活用した各取組
の促進、横展開推進

農林
水産
農林
水産

医療医療

教育教育生活生活

交通交通

スマートシティ、
スーパーシティ

シェアリング
エコノミー

サービス
産業

公共・
社会基盤

５Ｇ基盤
人材基盤
データ基盤

横２－１．地域におけるSociety5.0の推進①
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横２－２．地域におけるSociety5.0の推進②／地方創生SDGｓの実現

地方創生SDGsの実現などの持続可能なまちづくり

○ 持続可能なまちづくりや地域活性化に向けた取
組を推進するに当たって、SDGsの理念に沿って進
めることにより、政策全体の全体最適化、地域課
題解決の加速化という相乗効果が期待できる。

○ このため、地方創生SDGsを実現し、地方創生の
取組の一層の充実・深化につなげる。

「スーパーシティ」構想の推進

○ 「スーパーシティ」構想の早期具体化を図
ることで地方におけるSociety5.0の先行実現
を目指す。
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＜解決事業＞

●豊かな水環境の保全と、花と緑による快
適
な空間づくり -木場潟を始めとする環境共生
活動(大学との水質・生態系調査、美化・植
林活動等)、フローラル(花いっぱい)活動

●ごみダイエットによる焼却施設の規模縮小と
多機能化 –市民活動を中心としたごみ減量化
とリサイクル推進、焼却施設のダウンサイジング

●海洋プラスチック汚染の抑止
-海浜美化活動、レジ袋やプラスチック製品の
使用抑制の推進

＜解決事業＞

●豊かな水環境の保全と、花と緑による快
適
な空間づくり -木場潟を始めとする環境共生
活動(大学との水質・生態系調査、美化・植
林活動等)、フローラル(花いっぱい)活動

●ごみダイエットによる焼却施設の規模縮小と
多機能化 –市民活動を中心としたごみ減量化
とリサイクル推進、焼却施設のダウンサイジング

●海洋プラスチック汚染の抑止
-海浜美化活動、レジ袋やプラスチック製品の
使用抑制の推進

＜解決事業＞

●地域包括ケアの充実
-高齢者総合相談センターの機能強化、認知症
サポーター育成、大学と連携したデータヘルスの
調査分析と多様な健康政策の展開

●包摂性あるやさしいまちづくり
-多様なコミュニケーション手段の利用と人材
育成、誰もが楽しめる「ゆるスポーツ」の普及

-主観的幸福度の測定と、追求に向けた自主
自立性の高い地域組織の形成支援、外国人
家族の「学ぶ・働く・暮らす」総合サポート

＜解決事業＞

●地域包括ケアの充実
-高齢者総合相談センターの機能強化、認知症
サポーター育成、大学と連携したデータヘルスの
調査分析と多様な健康政策の展開

●包摂性あるやさしいまちづくり
-多様なコミュニケーション手段の利用と人材
育成、誰もが楽しめる「ゆるスポーツ」の普及

-主観的幸福度の測定と、追求に向けた自主
自立性の高い地域組織の形成支援、外国人
家族の「学ぶ・働く・暮らす」総合サポート

石川県小松市

地域の特徴
• 加賀地方南部の中心的都市として国・県機関や都市機能が集中する一方、市域の約7割は山林や里山地域が広がる
• 人口10.8万人と自治体の標準規模であり、四季明瞭な気候のもと山地から海浜まで広がる日本の特長を凝縮した地方都市
• 歴史的なものづくり産業の発展とともに、職住近接により、各世代・性別の就労や多世代での居住割合が高く、住みよさは

全国トップクラス。かねてより産業のグローバル展開が進み外国人の居住も多く、近年はさらに高まっている
• 国際線も多数就航する小松空港が立地し、新幹線開業も控える。海外とのビジネスや交流が元来盛んで、国際理解も

根付いており、あまねく進展する国際化の中、地方創生に向けて地域の国際化を一層進めていくことが重要と認識
• かねてよりまちの将来イメージ「10年ビジョン」を創り、バックキャストによる各種行動計画や目標値を掲げまちづくりを展開

【環境面の課題】
水質や廃棄物などの環境負荷軽減
と市民の高い環境意識醸成と活動
展開

重要な地域課題と解決に向けた取組

＜解決事業＞

●産業革新の推進 -地域産業全体のモデル
チェンジ促進、空陸海のアクセス機能強化等

●誰もが活躍する就労環境づくり
-魅力ある就労環境づくり、産業界と連携した
外国人就労環境の向上

●国際展開や未利用品に着目した農林業
の高度化 –再生可能エネルギーの普及展開、
6次産業化・海外販路拡大(酒造･ジビエなど)

●里山での｢関係人口」拡大 -国内外からの
ショート・ミドル・ロングでの滞在促進

＜解決事業＞

●産業革新の推進 -地域産業全体のモデル
チェンジ促進、空陸海のアクセス機能強化等

●誰もが活躍する就労環境づくり
-魅力ある就労環境づくり、産業界と連携した
外国人就労環境の向上

●国際展開や未利用品に着目した農林業
の高度化 –再生可能エネルギーの普及展開、
6次産業化・海外販路拡大(酒造･ジビエなど)

●里山での｢関係人口」拡大 -国内外からの
ショート・ミドル・ロングでの滞在促進

【経済面の課題】
国際化･人口減少･技術革新のもと
地域産業の成長と多様な就労の実
現

【社会面の課題】
超高齢化への対応と、持続性・多様
性のある地域社会の形成

国際化時代に ふるさとを未来へつなぐ「民の力」と「学びの力」
～PASS THE BATON～
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）

2030年のあるべき姿
空港や新幹線が立地する特長と、地方が織り成す日本の良き自然や文化、人間性を大いに発揮して、地方における「国際都市」を創り上げ、
地方創生にも資する持続可能な成長モデルを築いていく。

国際化時代へ、たくましい産業を創生
●産業革新の推進
• 省力化・環境負荷軽減、農林業の自動化技術の応用など、

民間の大きな力で進む産業変革の波をあらゆる産業で引き
起こし、時代に応じたビジネスモデルへの転換を支援する。

• 企業の事業展開が円滑に進むよう、空陸海のアクセス機能
強化や、新たな産業立地によるイノベーションの促進等を図
る。

●誰もが活躍する就労環境づくり
• 女性を始めとしたあらゆる人々の就労意欲を高め、チャレンジ

できる環境を創る。創業塾や経営者セミナー、資格取得支
援などに取り組む。また、企業の職場改善を促進する。

• 外国人住民が安心して働きやすい環境を産業界と民間団
体と連携して構築していく。

主観的幸福感を追求した質の高い地域づくり
●包摂性あるやさしいまちづくり
• 多様なコミュニケーション手段の利用を促進する条例のもと、

手話言語のみならず、点字、音訳、イラストなど様々な手段
の活用・普及、人材育成を推進する。

• 公共施設のバリアフリー化(トイレ洋式化など)推進や、誰もが
楽しめる「ゆるスポーツ」の普及を促進する。

• 外国人住民・来訪者の安心・便利へ、AIを活用した行政
サービス(救急連絡、観光情報等)の多言語化を推進する。

• 自主自立性・持続性を高める新しい地域組織を形づくるため、
地域ビジョンの策定や持続性を高める活動の支援とともに、
「主観的幸福度」の測定とその上昇を追求していく。

• 民間国際交流団体等と連携し、就労拡大等から増加傾向
にある外国人家族に対する幼少期からの切れ目ないサポート
体制を確立し、地域コミュニティとも共生する多文化共生モデ
ルの構築を推進していく。

石川県小松市

建設業のICT化推進を始め
地域産業界全体を未来型に改革

女性の活躍を応援する創業塾や
経営スクール等を継続実施

多様な地域団体等が参画する
新しい活動形態づくりを推進

防災・防犯子育て・見守り

ごみ・環境

観光、
交通、ICT

サークル
サロン

町内会・公民館・民生委員
児童委員・老人会・女性会など

住民の幸福感を数値で見える化
幸せ度向上へプランを作成
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持続可能な「めがねのまちさばえ」
～女性が輝くまち～福井県鯖江市

地域の特徴
• 福井県の中心に位置する、人口 69,469人（2019年1月）の自治体。
• 鉄道や国道が南北に縦断するなど交通利便性という優位性から、県内近隣市町からの若者の転入が多い。
• 昔から家族経営の地場産業が多いため、女性が働きやすく社会参画しやすい風土である。特に20代から40代前半にかけ

ての女性の就業率は高い。（女性就業率、共働き率等で福井県は全国１位）
• 眼鏡をはじめとしたものづくり産業や、学生連携・市民協働のまちづくり等が活発。長年にわたる眼鏡フレームの開発・製

造を通じて、チタンに代表される難加工材の精密加工技術が集積する地域。近年は医療器具やウェアラブル情報端末の
開発も進んでいる。

【環境面の課題】
ごみ排出量の増加、空き家の増加

＜解決事業＞

●魅力ある雇用の創出
①サテライトオフィス誘致事業
②成長分野技術確立・販路開拓事業 等

●教育大綱によるＩＴ人材育成
①クリエイティブ教育都市事業

●シェアリングエコノミーの活用
①シェアリングシティさばえ推進事業

＜解決事業＞

●魅力ある雇用の創出
①サテライトオフィス誘致事業
②成長分野技術確立・販路開拓事業 等

●教育大綱によるＩＴ人材育成
①クリエイティブ教育都市事業

●シェアリングエコノミーの活用
①シェアリングシティさばえ推進事業

重要な地域課題と解決に向けた取組

＜解決事業＞

●協働のまちづくり
●女性が輝くまちの推進
①女性が輝くまち鯖江世界発信事業
②輝く女性のヘルスケア事業 等

●教育大綱によるＳＤＧｓ推進
●シェアリングエコノミーの活用
●ＳＤＧｓの普及啓発

＜解決事業＞

●協働のまちづくり
●女性が輝くまちの推進
①女性が輝くまち鯖江世界発信事業
②輝く女性のヘルスケア事業 等

●教育大綱によるＳＤＧｓ推進
●シェアリングエコノミーの活用
●ＳＤＧｓの普及啓発

＜解決事業＞

●循環型社会の構築
①持続可能な素材（ライメックス）活用
推進事業

②さばえエコ農業支援対策事業
③ＣＯＯＬＣＨＯＩＣＥ

＆ＳＤＧｓ普及啓発事業
●環境に配慮した人材育成 等

＜解決事業＞

●循環型社会の構築
①持続可能な素材（ライメックス）活用
推進事業

②さばえエコ農業支援対策事業
③ＣＯＯＬＣＨＯＩＣＥ

＆ＳＤＧｓ普及啓発事業
●環境に配慮した人材育成 等

【経済面の課題】
地場産業の縮小、雇用のミスマッチ

【社会面の課題】
若者の県外流出、女性活躍の障害

三側面をつなぐ統合的取組:「女性活躍プラットフォーム創出事業」 ※次頁参照三側面をつなぐ統合的取組:「女性活躍プラットフォーム創出事業」 ※次頁参照

50



自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）

2030年のあるべき姿
女性がSDGs のすべての分野において重要な役割を担うことから、鯖江市の地域特性である「女性活躍」を活かし、若者や高齢者、障がい
者も“誰一人取り残さない”持続可能な地域社会の構築を目指す

ものづくりのまちの経済成長の推進

●サテライトオフィス誘致事業
• 空き家を活用したサテライトオフィス誘致を図るため、大都市で
のセミナーや企業訪問、鯖江市体験ツアー等を行う。

●成長分野技術確立・販路開拓事業
• 産学官連携等による医療やウェアラブル情報端末等、成長分
野への参入を目指した製品開発や、国内外の見本市出展等、
販路開拓を促す。

越前ものづくりの里プロジェクト事業
• 職人の育成や産地の魅力向上に取り組み、知名度向上と需
要拡大を図る

● 「めがねのまち鯖江」元気再生事業
• 産学官金が一体となって眼鏡、漆器、繊維産業を中心とする
市内産業の元気再生に取り組む。

特産物ブランド化事業
• 意欲ある市内の農業者団体等を総合的に支援する

女性活躍プラットフォーム創出事業
【自治体SDGｓモデル事業】

● 女性活躍の世界発信
• 鯖江市の女性活躍等の紹介番組を制作し、国連ハイレベル
政治フォーラムで上映する

• 国際女性会議等の国際的な女性会議への参加を目指す

●女性活躍に向けた意識啓発
• 女性活躍総合イベントを実施
• 全国高校生まちづくりサミットを実施
• 女性“活躍満足度”調査(インポスター症候群の研究)を実施

●活動拠点整備
• 「夢みらい館・さばえ」を整備する。
• 様々なステークホルダーの活動や情報交換の場を整備

これまでの海外発信の様子

活動拠点の内観イメージ鯖江ブランドの眼鏡

福井県鯖江市

全国高校生まちづくりサミット
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＜解決事業＞

●ＮＰＯや市民が珠洲市生物多様性地
域連携保全活動計画を実践し、「能登
SDGｓラボ」による新たな教育プログラム
を開発

●石川県立大学と連携する水産資源と発
酵食文化の研究開発

●国連大学ＯＵＩＫとの連携による地域
の生物文化多様性への理解、里山イニ
シアティブの国際発信

＜解決事業＞

●ＮＰＯや市民が珠洲市生物多様性地
域連携保全活動計画を実践し、「能登
SDGｓラボ」による新たな教育プログラム
を開発

●石川県立大学と連携する水産資源と発
酵食文化の研究開発

●国連大学ＯＵＩＫとの連携による地域
の生物文化多様性への理解、里山イニ
シアティブの国際発信

＜解決事業＞

● 金沢大学の「能登里山里海マイスター
育成プログラム」と連携する課題解決型
の人材づくり

● アジアの課題となっている若者の農業離
れによる農村の荒廃を再生する国際連
携

● 市内の公道で実証実験が行われている
金沢大学の自動運転の社会実装化に
よる「スマート福祉」の実現

＜解決事業＞

● 金沢大学の「能登里山里海マイスター
育成プログラム」と連携する課題解決型
の人材づくり

● アジアの課題となっている若者の農業離
れによる農村の荒廃を再生する国際連
携

● 市内の公道で実証実験が行われている
金沢大学の自動運転の社会実装化に
よる「スマート福祉」の実現

石川県珠洲市

地域の特徴
• 現在の人口約15,000人は、2040年に約6,600人にまで減少すると推計され、日本創成会議の「消滅可能性都市」に

指定されている
• 能登半島の先端に位置し、美しく豊かな里山里海に囲まれ、「揚げ浜式製塩」や「あえのこと」、「祭り」など、里山里海とと

もに生きてきた特徴ある生業や生活様式、伝統文化が受け継がれており、希少種をはじめとする生物多様性にも恵まれて
いる

• 2011 年6 月に本市を含む能登の4市5町が新潟県佐渡市とともにGIAHS（世界農業遺産）に認定された
• 高齢化率が約47%と高く、未来の産業経済を担う若い人材が決定的に不足している

【環境面の課題】
里山里海の未利用による生物文化
多様性の荒廃

重要な地域課題と解決に向けた取組

＜解決事業＞

●里山里海の資源を活用するビジネス事
業の支援拡大

●「最果て」をテーマとした先端アート（国
際芸術祭）によるインバウンド観光誘客
と教育活用

●FAO世界農業遺産をテーマとした持続
可能な地域経済の研究と国際会議の
企画開催

＜解決事業＞

●里山里海の資源を活用するビジネス事
業の支援拡大

●「最果て」をテーマとした先端アート（国
際芸術祭）によるインバウンド観光誘客
と教育活用

●FAO世界農業遺産をテーマとした持続
可能な地域経済の研究と国際会議の
企画開催

【経済面の課題】
人とモノの流れの停滞による地場産
業の衰退

【社会面の課題】
加速する少子・高齢化による社会
の停滞

能登の尖端“未来都市”への
挑戦
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自治体SDGｓ推進等に向けた取組（一例）

2030年のあるべき姿
里山里海などの豊かな自然資源、人的資本、そしてこれらをつなぐ、おすそ分け文化、祭り、ヨバレなどの社会(文化)資本
が豊かな「インクルーシブ・ウェルス（包括的な富）」日本一の地域を目指す

能登SDGｓラボ
●ＧＩＡＨＳ資源を活用し、「知」と「業」のマッチングを
促進
• ＧＩＡＨＳ認定エリアの生物多様性や地域文化などの「強み」を

理解し各資源基礎的データを把握する「能登SDGｓラボ」が地域
経済界に対してのプラットホームとなり、新たな商品開発や既存商
品の長所を引き出す

●人材育成事業（能登里山里海マイスター育成プログ
ラム）を継続実施
●「能登SDGｓラボ」の活用
• 地域経済のシーズ、ニーズの研究調査における関連人材の活用を

進め、新たなビジネスチャンスを創出する
• プロジェクト（取組活動）相互の連携や環境・文化教育につなげ

ることで、各地域内活動の持続可能性を高め、新たな付加価値
創造を喚起することを目指す

課題解決型の人材養成事業の継続
●過疎地でイノベーションを担う人材を育成する（能登里
山里海マイスター育成プログラムの第4 フェーズ）
• 奥能登全体をフィールドにし、能登学舎を拠点に里山里海を主な

研究テーマとして、農林水産業や観光業はじめ地域文化やコミュニ
ティビジネスなど様々な分野での実践的な学習を1 年間行い、研
究発表が審査会で認められると能登里山里海マイスター修了生と
して認証する（これまでに183名のマイスターを輩出）

●これまでの取組状況と成果
• 市内事業所566社に対し、実態（意識）調査を実施し、

各種課題解決に向け、随時ヒアリングを開始
• 市内の高等学校や中学校におけるSDGｓ学習の開催
• 市内事業所や組織と連携し、実践的な取組や研究を促

進する連携研究員（人的ネットワーク）制度を開始

●これまでの取組状況と成果
• 2019年6月からは、SDGｓの学びをプログラム化し、学び

と社会実践を通じた「SDGｓ能登モデル」を共創する地域
再生人材の育成を目指すため、「能登里山里海SDGｓマ
イスタープログラム」として、新たな人材育成プログラムを開
始

石川県珠洲市
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＜解決事業＞

●防災・減災対策等に市民一人ひとりが
能動的に参画するコミュニティづくり

●自然環境データ等を蓄積・可視化し、産
学官民で学習できる環境を整備

＜解決事業＞

●防災・減災対策等に市民一人ひとりが
能動的に参画するコミュニティづくり

●自然環境データ等を蓄積・可視化し、産
学官民で学習できる環境を整備

＜解決事業＞

● 女性にSDGｓに関する理解を深める学
習機会やデータの活用教育の場の提供

● 子育て環境や働き方改革を両立する里
山ボーディングスクールの導入

＜解決事業＞

● 女性にSDGｓに関する理解を深める学
習機会やデータの活用教育の場の提供

● 子育て環境や働き方改革を両立する里
山ボーディングスクールの導入

石川県白山市

地域の特徴
• 白山市は、県都金沢市の南西部に位置し、１市２町５村が合併した人口約113,500人（2019年6月時点）の都

市
• 県内最大の面積と日本三名山の一つである「白山」を有し、山頂の２７０２mから日本海までの大きな標高差を誇り、

山・川・海の豊かな自然に恵まれているとともに、地域ごとに独特の伝統文化や生活様式が色濃く残されている
• 白山ユネスコエコパークや白山手取川ジオパークなど、世界に誇る自然環境や地域で受け継がれてきた文化が存在し、エ

コツーリズム等の観光スポットともなっている
• 長い年月をかけて地中を流れる伏流水は、酒づくりにも最適で、また豊富な地下水が呼び水となり、手取川扇状地の平野

部に多くの企業が進出している
• 石川県は人口当たり学校数が全国で2位を誇り、そのうち市内には、金沢工業大学、国際高等専門学校、金城大学、

金城大学短期大学部がある

【環境面の課題】
自然環境・災害に対するリスク管理
の構築

重要な地域課題と解決に向けた取組

＜解決事業＞

●教育先端未来都市として世代・分野・
文化を超えた共創教育の場と社会課題
の実証実験の場の創出

●世界ジオパーク認定に向けた自然・文化
の保全・活用事業

＜解決事業＞

●教育先端未来都市として世代・分野・
文化を超えた共創教育の場と社会課題
の実証実験の場の創出

●世界ジオパーク認定に向けた自然・文化
の保全・活用事業

【経済面の課題】
山間部に人や企業を集まる仕組み
づくりによる地域の活性化

【社会面の課題】
仕事と家庭を両立した女性の活躍
の場の創出

白山の恵みを次世代へ贈る「白山市SDGｓ未
来都市2030ビジョン」

54



自治体SDGｓ推進等に向けた取組（一例）

2030年のあるべき姿
白山の歴史・文化と豊な自然環境の恩恵を、全ての市民や組織が実感し、白山ユネスコエコパーク及び白山手取川ジオ
パークの理念に基づいて、経済発展や豊かな生活実現し、その成果を白山市に還元するサイクルの確立を目指す

SDGｓ推進に向けた
戦略的なパートナーシップの構築

●多様なステークホルダーと連携し、それぞれの得意分野
を活かして、SDGｓの取り組みを推進
• 金沢工業大学、㈱ＮＴＴドコモ北陸支社と「持続可能な開発目

標（SDGｓ）における５Ｇ・ＩＣＴの利活用推進に関する連携
協定」を締結し、情報通信技術を活用し、社会課題の解決や人
材の育成につなげていくこととした。

• （一社）白山青年会議所と「持続可能な開発目標（SDG
ｓ）における達成推進に関する連携協定」を締結し、ネットワーク
を活かした市民への普及啓発や地域社会発展のための人材の確
保など、連携して取り組むこととした。

ジオパーク活動を軸にした
取り組み

●白山市SDGｓ推進デーの開催
• ジオパークと連動した取り組みとして、金沢工業大学と連携し、

「白山市SDGｓ推進デー」と称してイベントを開催した。２部構
成のイベントで、１部では、大学生によるイベントの提案発表やジ
オパークの課題や今後の展望などについて専門家によるパネルディ
スカッション、２部では、「白山手取川ジオパーク版SDGｓカード
ゲーム」のワークショップを実施し、ジオパークを軸とした地域づくりに
ついて理解を深めた。

●これまでの取組状況と成果
• ＩＴ技術による本市の課題解決のアイディアを競い合うコ

ンテスト、お笑いによる普及啓発のイベントを開催するなど、
締結先との連携により、効果的な推進活動を実施した。

●これまでの取組状況と成果
• 県内外から参加があり、白山手取川ジオパークの活動と

SDGｓを連動させた取り組みを全国的に広く情報発信し
た。

石川県白山市
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福井県鯖江市

＜取組課題＞
若者の県外流出、女性活躍の障害

環境

経済 社会

協働のまちづくり
女性が輝くまちの推進
教育大綱によるSDGｓ推進
シェアリングエコノミーの活用
SDGｓの普及啓発

女性のエンパワーメントを生み出すために、居場所と出番の創出および障害となるインポスター症候群等の研究・対策に取
り組む。鯖江市の女性活躍推進施設である「夢みらい館・さばえ」の一部を活動拠点とし、様々なステークホルダーの活動
や情報交換を支援するとともに、国内外に向けて鯖江市の取り組み状況を発信することで横展開も促進。

循環型社会＜取組課題＞
ごみ排出量の増加、空き家の増加 人材育成

循環型社会の構築
環境に配慮した人材育成

女性が輝く「めがねのまちさばえ」～女性のエンパワーメントが地域をエンパワーメントする～

魅力ある雇用の創出
教育大綱によるIT人材育成
シェアリングエコノミーの活用

雇用創出
人材育成
シェアリング

＜取組課題＞
地場産業の縮小・雇用のミスマッチ

市民参加

シェアリング
人材育成

普及啓発

女性活躍

女性活躍総合イベントのイメージ

活動拠点：様々なステークホルダーの活動や情報交換の場

女性活躍プラットフォーム創出事業

三側面をつなぐ統合的取組

女性のエンパワーメント
を引き出す

女性活躍総合イベント
全国高校生まちづくりサミット
女性”活躍満足度”調査

ステークホルダーの活動や
情報交換の場
国連女性活躍資料館の
機能化

環境へ配慮した
活動拠点整備

意識啓発

世界発信
国連ハイレベル政治フォーラ
ムでの発信
国際的な女性会議へ参加

令和元年度自治体SDGｓモデル事業⑤
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公立保育所における給食の外部搬入方式の
容認事業（実現年度：平成16年度）
公立保育所の３歳未満児に対する給食について、
保育所外で調理し搬入することを可能とする特例
【３歳以上は平成22年６月全国展開】

搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験事業
（実現年度：平成22年度）
必要な安全措置を講じた上で搭乗型移動支援
ロボットの公道実証実験を行うことができる
特例【平成27年７月全国展開】

地方公共団体又は農地保有合理化法人による
農地又は採草放牧地の特定法人への貸付事業
（実現年度：平成14年度）
農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入を認める特例【平成17年９月全国展開】

環境にやさしいレンタカー型カーシェアリング
のための無人貸渡システム可能化事業
（実現年度：平成16年度）
レンタカー型カーシェアリング（自家用自動車
共同利用）について、無人の貸渡しシステムを
使用できる特例【平成18年３月全国展開】

地域限定旅行業における旅行業取扱管理者
の要件緩和事業（実現年度：平成24年度）
地域限定旅行業者が選任する旅行業取扱管
理者に他業種との兼任を認める特例

特産酒類の製造事業（実現年度：平成20年度）
地域の特産物である農産物等を原料とした酒類を製
造しようとする場合、当該酒類の製造免許に係る最
低製造数量基準を適用しない又は引き下げる特例

構造改革特別区域研究開発学校設置事業
（実現年度：平成15年度）
小学校の英語教育や小中一貫の教育課程の
編成など学習指導要領等の基準によらない
教育過程の弾力化を認める特例
【平成20年４月全国展開】

特定農業者による特定酒類の製造事業[どぶろく特区]
（実現年度：平成15年度）
農家民宿等を営む農業者が自ら生産した米又は果実
等を原料として酒類を製造する場合、当該酒類の製
造免許に係る最低製造数量基準を適用しない特例

環境にやさしいカーシェアリング
広島特区（広島県）

心のふるさと おおくら観光・交流特区
（大蔵村） 黒石りんごワイン産業活性化振興特区

（黒石市）

小豆島・内海町オリーブ振興特区
（内海町[認定当時]） 京都市認定通訳ガイド特区（京都市） つくばモビリティロボット実験特区（つくば市）

地産地消で豊かな給食特区（清里町）

地域限定特例通訳案内士育成等事業
（実現年度：平成27年度）
地方公共団体が独自に実施する研修を
終了すれば、通訳案内士でない者でも
外国語で有償ガイドすることができる
特例【平成30年１月全国展開】

太田外国語教育特区（太田市） 日本のふるさと再生特区（遠野市）

構造改革特区 主な特例措置 （事例は初の活用自治体）
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（１）清酒の製造体験のための酒税法の特例

○清酒の製造免許を保有する者が、地域の活性化を図ることを目的として、構造改革特別区域内
において清酒の製造体験を実施しようとする場合における酒税法の特例措置を講ずる。

○清酒は地域の経済や文化の発展の一端を担っていることから、清酒の製造体験の実施を通じて
地域のブランド価値の更なる増進、人の交流・賑わいの確保による地域活性化を進める。

特例措置

清酒の製造免許を受けている者が、地域の活性化を図ることを目的として、地域の魅力の増進に
資する施設において清酒の製造体験を提供する場合には、当該施設内に設ける一定の製造場を
既存の製造場と一の製造場とみなす措置を講ずる。

現行 特例措置後

増設
→一つの製造場と
取り扱われない

近接していない

清酒の酒蔵
（既存）

清酒の酒蔵
（既存）

地域の魅力の増進に
資する施設

（清酒製造体験を実施）

特区内

「一つの製造場」とみなす

【第27条】

構造改革特別区域法の一部を改正する法律
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特例措置

地方公共団体による一定の市街化調整区域における土地区画整理事業
の施行が可能となるよう、都市計画法の特例措置を講ずる。

〇周辺地域の市街化の進展等が特に著しく、建築物の建築等に対する需要が急激に増大して

いる等の一定の市街化調整区域について、宅地、農地等の土地利用の整序と基盤整備を地

方公共団体施行の土地区画整理事業により円滑かつ迅速に行えるよう、都市計画法の特例

措置を講ずる。

（２）地方公共団体による土地区画整理事業の施行の特例

土地区画整理事業に関する都市計画
は、その基準を定める都市計画法にお
いて、市街化区域（計画的に市街化を
図る区域）内の区域について定めるも
のとされている。

市街化調整区域のままでは、地方公
共団体は土地区画整理事業を施行で
きない

現行 特例措置後

特区内

一定の市街化調整区域内において、地方
公共団体施行の土地区画整理事業を可能
に

【第32条】
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①地方創生推進交付金 （H28創設）

②地方創生整備推進交付金（道・汚水処理施設・港）

（H17創設、H28改正）

③企業版ふるさと納税（まち・ひと・しごと創生寄附活用事業）（H28創設）

④地域再生支援利子補給金 （H20創設）

⑤企業の地方拠点強化の促進に係る課税の特例等

（地方活力向上地域等特定業務施設整備事業）（H27創設、H30改正）

⑥地域再生エリアマネジメント負担金

（地域来訪者等利便増進活動計画）（H30創設）

⑦商店街活性化促進事業 （H30創設）

⑧「小さな拠点」の形成（地域再生土地利用計画） （H27創設、H30改正）

⑨生涯活躍のまち形成事業 （H28創設）

⑩地域住宅団地再生事業 （R1創設）

⑪既存住宅活用農村地域等移住促進事業 （R1創設）

⑫民間資金等活用公共施設等整備事業

（民間資金等活用事業推進機構（PFI推進機構）の業務特例）（R1創設） 等

主な支援措置メニュー主な支援措置メニュー○地域再生法（平成17年法律第24号）

地域再生制度の概要

○地方公共団体が作成する地域再生計画を内閣総理大臣が認定、
認定計画に基づく措置を通じて、自主的・自立的な地域の活力の再
生に関する取組を支援

○地域再生の施策は、「就業の機会の創出」「経済基盤の強
化」「生活環境の整備」が３本柱

○地域再生法は、各府省横断的・総合的な施策を乗せる共通プ
ラットフォームとして機能

○計画認定には、地域再生基本方針（閣議決定）への適合を確認

平成17年の法制定以降、８度の法改正（H19,20,24,26,27,28,30,R1）により、支援措置メニューを充実
特に、平成26年からの地方創生の流れに呼応し、支援措置メニューの強化が加速
地方創生全体の方向性を定める「まち・ひと・しごと創生法」（平成26年法律第136号）と、
個別地域における具体的な支援措置を提供する「地域再生法」の２法が両輪となって地方創生を推進

○地域再生計画の
認定プロセス

作成

地域再生計画
（これまで6,952件を認定(～R１.12)

認定

支援

国

計画申請は年３回
申請から３月以内に認定

地 域

民間事業者、NPO等 地域住民

地方公共団体
内閣総理大臣認定
関係行政機関の同意

（傍線は令和元年改正で創設）

60



地域再生法の一部を改正する法律（令和２年１月５日施行）の概要

法案の概要

住宅団地再生に係る課題への総合的・一体的な取組

１.地域住宅団地再生事業の創設
【第５条第４項第11号・第５章第12節】

１.地域住宅団地再生事業の創設
【第５条第４項第11号・第５章第12節】

〇居住者の高齢化等により多様な世代の暮らしの場として課題が生じている
住宅団地について、生活利便施設や就業の場等の多様な機能を導入する
ことで、老若男女が安心して住み、働き、交流できる場として再生

〇市町村が、区域を定めて、多様な主体と連携して住宅団地再生のための
総合的・一体的な事業計画を作成することで、住宅団地再生に係る各種
行政手続をワンストップ化し、スピーディーに住宅団地再生を実現

コミュニティバスの導入等 若者世代の入居と多世代
交流の促進

高齢者施設や店舗の誘致 住宅をシェアオフィス等として活用

職住育近接
多世代の交流

住み続けられるまち若年世帯
の流入 事務所

シェアオフィス等

生活利便施設等

多様な建物用途の導入

・用途規制の緩和手続
・都市計画決定・変更手続

地域交通の利便性向上
・コミュニティバスの導入等
に必要な許認可手続

・UR（都市再生機構）による
市町村へのノウハウ提供

まちづくりの専門的知見の活用

・有料老人ホームの届出、
介護事業者の指定手続

手
続
を

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
処
理

３.民間資金等活用公共施設等整備事業の創設
【第５条第４項第14号・第５章第15節】

３.民間資金等活用公共施設等整備事業の創設
【第５条第４項第14号・第５章第15節】

PFI推進機構が、地方公共団体の依頼に応じ
て、公的不動産の有効活用などPPP/PFIに関
するコンサルティング業務を実施可能に 【第17条

の60】

PPP/PFI導入に向けたコンサルティング

人口減少社会に対応した既存ストックの活用による「多世代共生型のまち」への転換（住宅団地の再生、空き家を活用した移住促進、
公的不動産の利活用）を図ることにより、地方の魅力を向上

法案の趣旨

〇廃校跡地等、低未利用の公的不動産の
有効活用等について、民間の資金・ノウハウ
を活用するPPP/PFIの導入を促進

岡山市：出石小学校跡地整備事業

大阪府：大阪府営枚方田ノ口住宅建替え事業
ひらかた たのぐち

いずし

府営住宅
高齢者支援施設

余剰地
戸建住宅

有料老人
ホーム

スポーツ
クラブ

マンション

コミュニティ
施設

公園

２.既存住宅活用農村地域等移住促進事業の創設
【第５条第４項第12号・第５章第13節】

２.既存住宅活用農村地域等移住促進事業の創設
【第５条第４項第12号・第５章第13節】

〇「農地付き空き家」等の円滑な取得を支援することで、
農村地域等への移住を促進

移住者に対する空き家・農地の取得の支援

市町村が作成する移住促進のための事業計画に基づき、移住者による
①空き家に付随する農地の権利取得の推進 【第17条の56】

（下限面積（原則50a）の引下げ手続の円滑化）
②市街化調整区域内で厳格に運用されている空き家の取得等

（例：農家住宅を一般移住者が取得）の許可が円滑に 【第17条の55】

【第17条の37～
第17条の39 】

【第17条の40～
第17条の42 】

【第17条の43～
第17条の51 】

【第17条の52】

介護サービス等の充実
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地方公共団体
②審査

地域再生推進法人

○ 地域再生を推進するにあたっては、地方公共団体のみならず、より地域住民に近い立場でのコーディネー
ター役として、コミュニティ再生などのノウハウを蓄積したＮＰＯ等と連携して取り組むことが重要。

○ このため、地方公共団体の補完的な立場で地域再生の推進に取り組む組織として、ＮＰＯ法人等の非営利
法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社を地域再生推進法人として指定することが
できる制度を創設。 ※指定数：20機関（平成31年３月末時点の内閣府調査での地方公共団体からの報告数）

③指定①申請

地域再生推進法人の概要

〇 地域再生事業の担い手として、公的位置付けが付与される。

〇 地方公共団体に対して地域再生協議会を組織するよう要請することができる。

〇 地域再生計画に記載された事業に活用する土地の取得を行う際、公有地の拡大の推進に関する法律の規定
による届出義務が免除される。

地域再生推進法人の指定の主なメリット

以下のいずれかの業務を行う。

〇 地域再生事業推進業務
地域再生事業の実施又は当該事業への参加

〇 情報提供等業務
地域再生事業者への情報提供、相談その他の援助

〇 調査研究業務
地域再生の推進に関する調査研究

〇 土地等取得業務
地域再生事業推進業務に要する土地の取得、管理及び譲渡

※その他、生涯活躍のまち形成事業計画の作成又は変更の提案 等

地域再生推進法人の業務地域再生推進法人の指定フロー

④監督等
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○ 平成17年に設立した日高わのわ会は、「地域の困りごと」の解決のため、５人程度の母親の集まり「有償ボランティアグループわのわ」
からスタートした特定非営利活動法人であり、現在は50人程の会員と働く母親で組織されている。

○ 同法人は、特産品であるトマトの販売、喫茶、福祉等、幅広く活動しており、住民同士の“おせっかい”によりお互いを気遣い、高度な
シェアリングエコノミーとして機能している。

〇 また、平成30年度に地域再生推進法人の指定を受けて、「Eat＆Stayとまとと」の管理運営にも携わっている。
〇 創意と工夫を活かした個性的な地域づくり活動に顕著な功績を挙げており、令和元年度には、地域づくり表彰の国土交通大臣賞を受

賞している。

地域再生推進法人の取組例 （特非）日高わのわ会＜高知県日高村＞

法人概要

○ボーダレス福祉

障がい者向けの自立支援、相談支援、就労支援サービス、
リハビリのサポートなど、みんなで支え合う様々な福祉活動
を行う。

○「日高村フルーツトマト」を使った商品開発・販売

ブランドの出荷基準に満たない規格外トマトを買い取り、
トマトソースやジャムなどの加工品として、製造・販売を一
貫して行っているほか、地元の人たちが毎日気軽に通い、
集う「おかん食堂」を運営し、オムライスなどを提供。

○宿泊体験施設「Ｅａｔ＆Ｓｔａｙ とまとと」の運営

村所有の宿泊施設である「Ｅａｔ＆Ｓｔａｙ とまとと」を管理・
運営し、観光客の滞在及び地域住民との交流に寄与。

地域再生推進法人の取組内容

○事業推進の円滑化

「Ｅａｔ＆Ｓｔａｙ とまとと」の指定管理者について、「事業効果が明確に期待できる」ときは、公募によら
ず、公共的団体を選定できる旨を村条例に規定。地域再生推進法人の指定を受けていることを事由に、
公募なしに当該法人を指定管理者として選定することができ、地域再生のノウハウを持った優良な法人
との連携による事業の円滑な推進につながった。

○村内の知名度及び信頼感の向上

もともと地域に根付いていたことに加え、村からの指定を受けることにより村内の知名度がさらに向上。
村民からの信頼を受け、より地域再生に取り組みやすい環境となった。

地域再生推進法人の指定による効果

法人形態 特定非営利活動法人

法人設立年月 平成17年３月

推進法人指定年月 平成30年９月

職員数 常勤14名/非常勤18名
※令和元年10月時点

業務エリア 高知県日高村内

<法人基礎情報>

日高村トマト加工品例 宿泊体験施設「Ｅａｔ＆Ｓｔａｙ とまとと」
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都市再生緊急整備地域５５地域（政令で指定）

都市計画等の特例
都市再生特別地区
〔都市計画決定〕

容積緩和、道路上空建築

都市計画提案制度

都市再生事業に係る
認可等の迅速化

特定都市再生緊急整備地域１３地域（政令で指定）

都 市 再 生 本 部
本部長：内閣総理大臣

副本部長：内閣官房長官、地方創生担当大臣、国土交通大臣
本部員：本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣

都市再生基本方針〔閣議決定〕

重点化

都市再生
安全確保

計画

整備計画

特定地域
のみ

予算支援予算支援

都市再生に取り組む基本的考え方〔H３０.4.26本部決定〕

都市の国際競争力の強化

（91地区） 13地域
18計画

（26計画）

・都市は国力の源泉
・選択と集中

地域整備方針〔都市再生本部決定〕

都市再生緊急整備協議会〔官民で組織〕（21地域）

民間都市再生
事業計画

〔国土交通
大臣認定〕

（123計画）

税制特例

金融支援

※候補地域数は令和元年7月31日時点、それ以外の地域数等は平成31年4月1日時点

候補地域（６地域）

都市再生制度に関する基本的な枠組み（都市再生特別措置法関連）
法制上の支援措置

■都市再生特別地区
都市再生に貢献し土地の高度利用を図るため、都市再生緊急整備地域内

において、既存の用途地域等に基づく規制にとらわれず自由度の高い計画を定め
ることにより、容積率制限の緩和等が可能。

日本橋二丁目地区（東京都中央区）
容積率：800%、700％ → 1990％ 等

大阪駅北地区（大阪市）
容積率：800% → 1600％ 等

財政支援
■国際競争拠点都市整備事業＜特定地域のみ＞

特定都市再生緊急整備地域において、国、地方公共団体、民間事業者から
構成される協議会が策定する整備計画に位置付けられる都市拠点インフラの整
備について、重点的かつ集中的に支援。
■国際的ビジネス環境等改善・シティセールス支援事業＜特定地域のみ＞

特定都市再生緊急整備地域において官民により構成された都市再生緊急整
備協議会が行う国際的ビジネス環境等改善に資する取組及びシティセールスに係
る取組を支援

金融支援
■民間都市開発推進機構によるメザニン支援

都市再生緊急整備地域内において、民間事業者が行う、公共施設等の整備
を 伴い、環境に配慮した都市開発の整備に対し、支援を行う。

税制支援

法制上の支援措置
■都市再生特別地区

都市再生に貢献し土地の高度利用を図るため、都市再生緊急整備地域内
において、既存の用途地域等に基づく規制にとらわれず自由度の高い計画を定め
ることにより、容積率制限の緩和等が可能。

日本橋二丁目地区（東京都中央区）
容積率：800%、700％ → 1990％ 等

大阪駅北地区（大阪市）
容積率：800% → 1600％ 等

財政支援
■国際競争拠点都市整備事業＜特定地域のみ＞

特定都市再生緊急整備地域において、国、地方公共団体、民間事業者から
構成される協議会が策定する整備計画に位置付けられる都市拠点インフラの整
備について、重点的かつ集中的に支援。
■国際的ビジネス環境等改善・シティセールス支援事業＜特定地域のみ＞

特定都市再生緊急整備地域において官民により構成された都市再生緊急整
備協議会が行う国際的ビジネス環境等改善に資する取組及びシティセールスに係
る取組を支援

金融支援
■民間都市開発推進機構によるメザニン支援

都市再生緊急整備地域内において、民間事業者が行う、公共施設等の整備
を 伴い、環境に配慮した都市開発の整備に対し、支援を行う。

税制支援
■所得税・法人税 ：５年間２．５（５）割増償却
■登録免許税 ： 建物の保存登記について本則4/1,000を3.5/1,000

（2/1,000）に軽減
■不動産取得税 ：課税標準から都道府県の条例で定める割合を控除

※参酌基準を1/5(1/2)とし、1/10(2/5)以上3/10(3/5)以下の範囲内
■固定資産税・ ： ５年間 課税標準から市町村の条例で定める割合を控除
都市計画税 ※参酌基準を2/5(1/2)とし、3/10(2/5)以上1/2(3/5)以下の範囲内
※括弧内は特定都市再生緊急整備地域内の場合の特例 64



仙台市 1地域 79ha

さいたま市 川口市 3地域 245ha

東京都 7地域 2,945ha

東京都心・臨海地域 2,040ha
品川駅・田町駅周辺地域 184ha
新宿駅周辺地域 221ha
渋谷駅周辺地域 139ha
池袋駅周辺地域 143ha

千葉市 柏市 4地域 185ha

横浜市 3地域 538ha
川崎市 2地域 170ha
相模原市 厚木市 2地域 109ha

横浜都心・臨海地域 331ha

浜松市 1地域 40ha

岐阜市 1地域 30ha

大阪市 堺市 豊中市 高槻市 守口市 寝屋川市 12地域
1,139ha

神戸市 2地域 371ha

大阪駅周辺･中之島･御堂筋周辺地域 209ha
大阪コスモスクエア駅周辺地域 53ha

岡山市 1地域 113ha

広島市 福山市 3地域 245ha

高松市 1地域 51ha

福岡市 2地域 790ha
北九州市 1地域 102ha

福岡都心地域 231ha

那覇市 1地域 11ha

札幌市 1地域 225ha

札幌都心地域 145ha

都市再生緊急整備地域

特定都市再生緊急整備地域

≪凡例≫

神戸三宮駅周辺・臨海地域 45ha

東京都・川崎市（都県跨ぎ） 1地域 339ha

羽田空港南・川崎殿町・大師河原地域 66ha

平成31年4月1日時点

名古屋市 2地域 546ha
常滑市 1地域 378ha

名古屋駅周辺・伏見・栄地域 303ha

＜都市再生安全確保計画＞

都市再生安全確保計画策定 ２６計画
札幌・さいたま(2)・東京(8)・横浜(2)・川崎・厚木・名古屋・京都・
大阪(5)・豊中・神戸・福岡

＜おもな特例措置の適用＞

都市再生特別地区 ９１地区
札幌(4)・仙台(2)・千葉・東京(48)・横浜(3)・福井・岐阜・浜松・
名古屋(7)・大阪(17)・高槻・神戸・広島(3)・高松(2)・北九州

民間都市再生事業計画認定 １２３事業
札幌・川口・東京(63)・横浜(11)・川崎(7)・藤沢・相模原・
名古屋(8)・京都・大阪(15)・堺・豊中(2)・守口・神戸(3)・
岡山・広島(3)・高松・福岡(2)

特定都市再生緊急整備地域の整備計画に位置付けられる事業に対する

予算支援（国際競争拠点都市整備事業）１０地域
札幌・東京(3)・東京 川崎・横浜・名古屋・大阪・神戸・福岡

福井市 1地域 66ha

京都市 2地域 375ha

都市再生緊急整備地域 （55地域 9,092ha：うち特定都市再生緊急整備地域 13地域 4,110ha)
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中部国際空港周辺地域 <378ha（34ha）>（プロジェクト図）

本地域は、多くの人やもの、情報が行き交う県都の
玄関口として、圏域全体の発展に大きな役割を果た
している。2023年春の北陸新幹線開通を見据え、民
間都市開発の機運が高まっている中、国内外との連携
を深め、日本海側における交流拠点としての役割を果
たし、県全体の都市力を向上させていくため、平成30年
10月に都市再生緊急整備地域に指定された。
※都市再生緊急整備地域の候補地域から、全国で初

めて都市再生緊急整備地域へ指定

【地域概要】

【主な都市開発事業（★）】

北陸新幹線の開業による効果を存分に活かし、公
共交通、商業、業務、居住などの都市機能をさら
に強化し、県都としての魅力を高めるため、駅前
電車通り北地区の再開発を行う予定。

完成イメージパース

都市再生緊急整備地域

都市開発事業

公共施設整備

ＮＮ

福井駅周辺地域都市再生緊急整備地域の概要

新幹線福井駅

【区域面積】
66ha
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中心市街地活性化制度の概要

○中心市街地の活性化に関する法律（H18.8施行）に基づき、少子高齢化、消費生活の変化等に対応し、
中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進。

○市町村がまちづくり会社・商工会議所等による協議会と連携し基本計画を作成。国の認定を受けた計
画に対し、関係府省庁が連携して重点的に支援。（累計認定数：145市2町236計画（R１.12現在））

内閣総理大臣による計画認定
関係府省庁によるソフト・ハード両面での重点支援

中心市街地を取り巻く社会・経済状況の変化
人口減少・少子高齢化の進行、遊休資産の拡大

外国人観光客の大幅増、小売業態の変化

等

社会・経済状況の変化を踏まえ、

「中心市街地再生促進プログラム（仮称）」（2019年度内に
策定）に基づきハンズオン支援の強化などを実施。
≪第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（令和元年12月20日閣議決定≫

中心市街地活性化
基本計画の作成

○基本的な方針
○位置及び区域
○目標（定量的な数値目標）
○計画期間（概ね５年以内）
○中心市街地活性化のための事業
○フォローアップ、推進体制 など

市町村

中心市街地活性化協議会
• まちづくり会社
• 商工会・商工会議所
• 民間事業者、地域住民 など

連携

認定・
支援

主な支援措置例

①暮らし・にぎわい再生事業 ※社会資本整備総合交付金を活用して支援

②地域まちなか活性化・魅力創出支援事業
③中心市街地活性化ソフト事業

駅周辺地区の再整備 空き店舗のリノベーション イベント等のソフト事業

＜北の恵み 食べマルシェ（旭川市）＞＜油津商店街（日南市）＞＜熊本駅前東A地区（熊本市）＞

取組のイメージ
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北海道 函館市、小樽市、旭川市、帯広市※、北見市、岩見沢市※、稚内市、
滝川市、砂川市、富良野市※

青森県 青森市※、弘前市※、八戸市※※、黒石市、十和田市※、三沢市

岩手県 盛岡市※、久慈市※、遠野市※

宮城県 石巻市※

秋田県 秋田市※、大仙市

山形県 山形市※、鶴岡市※、酒田市※、上山市※、長井市

福島県 福島市※、会津若松市、いわき市、白河市※、須賀川市※

茨城県 水戸市、土浦市※、石岡市、鹿嶋市

栃木県 日光市、大田原市

群馬県 高崎市※

埼玉県 川越市※、蕨市、寄居町

千葉県 千葉市、柏市※

東京都 八王子市、青梅市、府中市

神奈川県 小田原市

新潟県 新潟市、長岡市※※、十日町市、上越市(高田)

富山県 富山市※※、高岡市※※

石川県 金沢市※※

福井県 福井市※、敦賀市、大野市※、越前市※

山梨県 甲府市※

長野県 長野市※、上田市※、飯田市※、塩尻市

岐阜県 岐阜市※※、大垣市※、高山市、中津川市※

静岡県 静岡市※、浜松市※、沼津市、掛川市※、藤枝市※※

愛知県 名古屋市、豊橋市※、豊田市※※、安城市、東海市、田原市

三重県 伊勢市、伊賀市

滋賀県 大津市※、長浜市※、草津市※、守山市※、東近江市

京都府 福知山市※

大阪府 堺市、高槻市※、茨木市

兵庫県 神戸市（新長田）、姫路市※、尼崎市、明石市※、伊丹市※、
宝塚市、川西市※、丹波市※

奈良県 奈良市

和歌山県 和歌山市、田辺市

鳥取県 鳥取市※※、米子市※、倉吉市

島根県 松江市※※、江津市、雲南市

岡山県 倉敷市※、津山市、玉野市

広島県 三原市、府中市※

山口県 下関市、山口市※、岩国市、周南市、

徳島県 ―

香川県 高松市※※

愛媛県 松山市※、西条市

高知県 高知市※、四万十市

福岡県 北九州市（小倉・黒崎）、大牟田市、久留米市※、直方市、飯塚市

佐賀県 唐津市※、小城市、基山町

長崎県 長崎市、諫早市※、大村市

熊本県 熊本市※※、熊本市（植木）、八代市、山鹿市

大分県 大分市※※、別府市、佐伯市※、竹田市、豊後高田市※

宮崎県 宮崎市、日南市、小林市、日向市

鹿児島県 鹿児島市※※、奄美市

沖縄県 沖縄市※

これまで認定を受けた中心市街地活性化基本計画：累計145市２町236計画 （令和元年12月現在）

※※印は３期計画の認定を受けた自治体
※印は２期計画の認定を受けた自治体
下線は計画期間終了の自治体

現在、84市２町86計画が実施中（赤字）68



旧徳山駅ビルの解体跡地に、民間活力導入図書館、市民活動支援センター、飲食施設等から構成される複合施設を整備
する。

賑わい交流施設整備事業（山口県周南市）

事業概要

整備前 整備後
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魅力ある商店づくりを支援するため、商売を営んでいる人、または営もうとする人が、「店舗等の改装」や「店舗等で
専ら使用する備品の購入」を行うことに対し、その費用を助成する。

高崎市まちなか商店リニューアル助成事業（群馬県高崎市）

事業概要

改装前 改装後
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【新潟県見附市】「健幸」まちづくりによる運動量の増加を通じた医療費削減とまちの賑わい拡大

≪市の総合戦略における関連ＫＰＩ≫

・介護認定率の伸びの抑制 17.2%（H27）→推計19.2%から抑制（H32）

・市街地、交流拠点と地域をつなぐなど公共交通網を整備し、過度な車
依存からの脱却を目指す。

≪官民協働≫
【民】筑波大学、㈱つくばウエルネスリサーチが施策立案・実施・評価

を科学的に支援。市民グループや商店街の協力に発展
【官】健幸に関する条例や計画を策定し、まちづくりの具体策を実践

主なハード事業

○社会参加（外出）できる場づくり
・外出の目的地として市民のたまり場となるような交流拠点を整備

（道の駅、コミュニティ銭湯など）

○歩きたくなる快適な歩行空間の整備
・歩行者の安全確保、路面表示など
・ウォーキングコースの整備
・健幸ベンチ、健康遊具などの設置

主なソフト事業

○健康運動教室
・体力年齢の若返りの効果を実証
・H28.3月末時点で1,445人が参加

○社会参加（外出）できる場づくり
・市民グループ「悠々ライフ」が中高年
の仲間づくり、生きがい探しを応援

○健幸ポイント事業
・日々の歩行や運動をすることで、年間
で最大22,000ポイントが貯まり（H26～
28） 、１ポイント＝１円で地域商品券な
どに交換（H27実績：576万円分）

歩行者の優先 拠点に健康遊具 ウォーキングコースマップ

約１５歳の若返り

悠々ライフ

今後の取組

・超高齢・人口減少社会によって生じる様々な社会課題を克服するため、「健幸」をまちづくりの基本に据えた
取組により、持続可能な新しい都市モデルの構築を図る。

・住民交流拠点や快適な歩行空間を整備し、普段の生活で運動量を増やすまちづくりを展開するとともに、商
店と連携し、住民の健康づくりを後押しする商品券提供事業等により、医療費の削減とまちの賑わい拡大を
目指す。

H27年度 321事業
のべ6,923人参加
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・地域の宿泊・飲食事業者等も一体となったおもてなしの体制づくり
・サポーターが地域の内外で活躍する場を設け、人数規模を拡大

・越後妻有地域（十日町市、津南町）全域において、地域を現代アート作品とするまちづくりを官民の連携によ
り推進。 「大地の芸術祭・越後妻有アートトリエンナーレ」会期中のみならず、日常的な賑わいを創出。

・十日町市の中心市街地に、芸術作品群のゲートとして位置づけられる美術館[キナーレ]を整備。ここを拠点
としたまちなか回遊を促進するアート作品配置により、まちの賑わいづくりや商店街の売上向上に寄与。

今後の取組

≪官民協働≫
【民】 NPO法人、全国からの有志等によるアート作品の設置、イベント

開催等
【官】芸術祭の実施、美術館[キナーレ]の整備（指定管理を採用）

【新潟県十日町市、津南町】まち全体のアート化と回遊性の創出による賑わいづくり

○官民が連携したアートによるまちづくり
・芸術祭やアートによるまちづくりの取組は、市町等から構成される実行
委員会と「こへび隊」（全国からの有志、参加者延べ10,309人）や「ＮＰＯ
法人越後有妻里山協働機構」といった民間有志等との連携により実施。

○大地の芸術祭・越後妻有アートトリエンナーレ
・３年に１回実施される世界最大級の国際芸術祭。直近の2015年は約51

万人を動員（会期7/26～9/13）。他者の土地に作品を作るためには、
地域とのコミュニケーションが欠かせないという点を意識し、住民を協
働者として作品作りに巻き込んだことが成功につながっている。

・芸術祭による経済波及効果は約420億円（過去６回の合計）。

○越後妻有里山現代美術館[キナーレ]の整備
・地域全体がミュージアム・作品である越後妻有地域のゲートとして、

十日町の中心市街地に整備（H24）。
・通年で鑑賞者が訪れる地域とするた

め、大型企画展を開催するほか、「楽
市楽座」のコンセプトのもと、交流・賑
わい空間の創出のため、
キナーレ回廊を利用したイベントを年
間通じて開催。

○地域全体をアート作品化
・地域全体を現代アートのミュージアム・作品として形成。芸術祭の開催

のみならず、約200作品を常設展示し、意図的に配置することで、回遊
性を創出。

・商店街や空き家等をアート作品の設置場
所として活用するほか、100以上の空き
家・廃校を作品として活用。

（商店街の路上アート）

○十日町中心市街地アートプロ
ジェクトの開催

・中心市街地の施設や常設作品の間
に、芸術祭会期中限定でさらに作品
を敷き詰めるプロジェクト。作品を見
終えた際、次の作品が視界に入り回
遊を促進し、中心市街地での滞在時
間拡大を図っている。

© Osamu Nakamura

主なソフト・ハード事業

≪十日町市の総合戦略における関連ＫＰＩ≫
・大地の芸術祭拠点施設の入込数 ８万人（H28～Ｈ32の平均）
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【新潟県上越市】日本一長い雁木通りや１００年建築等の街並みを活かしたまちなか居住・集客の促進

≪市の総合戦略における関連ＫＰＩ≫
・市内への観光客入込数
H26:5,437,588人／年⇒H31:7,600,000人／年

・江戸時代の城下町の町割りが残る中心市街地において、総延長日本一の雁木通り、空き家となっている町
家や１００年建築などの歴史的建造物を活かしたまちづくりを市と市民団体、事業者等が連携して推進。

・町家を改修したシェアハウスによるまちなか居住の推進、１００年建築を核とした誘客活動、町家を活かした
体験コンテンツの充実等により、日常の賑わいの再生や来街者の市街地一帯での回遊拡大を目指す。

・立地適正化計画と連動した街なか居住の促進
・リニューアルオープン予定の歴史博物館を核とした回遊性の向上

≪官民協働≫
【民】２つの１００年建築の保存・活用、町家ビジネスの展開
【官】市所有の町家等を活用した歴史・文化の情報発信

主なハード事業 主なソフト事業

○町家ビジネス創出促進

○２つの１００年建築を核とした誘客促進

・町家を活用した店舗などの拡大に向けた市場調査
・味噌や和菓子などの職人技、座禅などの体験コンテンツ開拓

・日本最古の現役映画館の知名度と人脈を
活用し、広域イベントの開催や市民がまち
なかに集うしかけの強化を図る。

日本最古の現役映画館
「高田世界館」

・空き家となった町家を学生用シェ
アハウスに改修して、市場化に向
けた社会実験を実施、一般住
宅、社宅など民間市場への拡大
を目指す。

○町家シェアハウス整備による
まちなか居住の推進

町家を再生した集会施設
（町家交流館高田小町）

城下町の老舗料亭「宇喜世」

○歴史的まちなみの保存
・総延長日本一の雁木通りを保
存・活用するため、補助制度や
固定資産税の減免を実施。

今後の取組

○町家を活用した拠点施設整備
・歴史的建造物の情報発信のため

市が所有している町家を、地域住
民のまちづくり活動やまちなか回
遊観光の拠点として整備（H19）。 ・建築・料理・芸者等の料亭文化を含む

「１００年料亭のあるまち」ブランド構築を目
指す。
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【新潟県新潟市】民間主体でのシャッター通り長屋の改修・テナントミックスによる空き店舗ゼロの達成

・新潟駅北の信濃川河口近くにある沼垂（ぬったり）地区において、シャッター通りとなった旧市場を再生するた
め、地元商店主が旧市場全体を買い取り、地域の暮らしを支える店や個性的な店を募り、長屋の古いたたず
まいを残した「沼垂テラス商店街」として再生し、空き店舗を解消。

・商工会議所等と連携した新規出店支援や、朝市等のイベント開催、名物づくり、商店街の店舗情報に限ら
ず、地域の歴史等に関する情報をＳＮＳ等で発信するなどの取組により、来街者の増加につなげている。

主なハード事業

今後の取組

≪官民協働≫
【民】地元商店主による株式会社を中心とした商店街のテナント調整、商

工会議所等と連携した創業支援
【官】イベント開催への支援、周辺環境の整備

≪市の総合戦略における関連ＫＰＩ≫
・創業支援事業計画に基づく延べ創業支援件数：
1,085件/年（H27）→1,200件/年（H32）

主なソフト事業

○「沼垂テラス商店街」の再生
・旧市場の長屋が連なる沼垂地区において、シャッター通りの再生
を目指し、地元商店主が株式会社テラスオフィスを設立（平成26
年）。銀行融資により、200ｍに及ぶ長屋店舗一帯を買い取って管
理・運営。

・市場があった時には組合員以外が借りる際に制限があったが、会
社が運営することにより、地域の暮らしを支える店（惣菜、カフェ等）、
ここにしかないものをつくって発信する店（オリジナル雑貨店等）を
コンセプトに出店者を募集。賃料を抑えるなどの工夫により、意欲
のある若者が出店しやすい仕組みをつくり、インターネットを活用し
た情報発信や口コミにより問い合わせが増加。

・約25の店舗からなる「沼垂テラス商店街」として再生し、空き店舗ゼ
ロを実現。

○出店希望者への経営相談
・商工会議所等と協力し、出店希望者の事業プランや資金調達方法等
について専門的なアドバイスを提供。

○集客イベントの開催
・商店街店主らがイベント実行委員会を結成し、市内外の雑貨店・ス

イーツ店を交えて、毎月１回朝市を開催。歩行者天国にし、常設店に
加え、約30店舗のテントが並ぶ。オリジナルモーニングメニューやワー
クショップなど、毎回出店内容に変化を持たせている。

○商店街の名物づくり
・商店街の再生を機に、商店街の名物となるお菓子を開発。季節限定
商品の発売等の工夫で種類を充実させ、随時話題を提供。

・商店街周辺の歴史ある小路への人の流れや賑わいの波及

○古民家を活用したサテライト店「沼垂テラス・エフ」の整備
・商店街周辺の古民家（空き店舗）を活用したサテライト店舗として、
本屋とゲストハウス等を開業。商店街から周辺地域へと賑わいを
波及させている。

再
生
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今後の取組

【新潟県村上市】住民主体の町屋再生や黒壁通りなど歴史的町並みの再生による集客拡大

町屋の貴重性に対する住民の
理解が深まっていく。

・内部見学可能な町屋を記載した散策地図「城
下町村上絵図」を配布するなどの取組によ
り、まちなかに徐々に観光客が訪れるように
なった。

○「町屋の人形さま巡り」、「屏風まつり」の開催
・活性化の起爆剤として、住民が代々大切に保管していたひな人
形や武者人形、屏風を飾るイベントを約１か月間実施（H12～）。
店先ではなく生活空間である茶の間に飾り、一般に公開するの
が特長。

・開始当時の約３万人から、今では10万人を集客。

町屋活用の取組が更に浸透し、自発的に公開する
店舗も出てくるなど、協力店舗も増加。住民もイベン
トに積極的に参加し、地域が活性化。

市民
意識

・ブロック塀の上から黒い板で覆う簡易な手法に
より、低コストで、子供や高齢者も協力しやすい
取組となっている。

・黒塀用の板１枚を千円で市民や観光客が購入
し、塀の材料とする「黒塀１枚千円運動」も実施。
（14年間で約5,000人が協力）

改修

市民
意識

○町屋内部の公開、散策地図の配布
・町屋が近代的な建築に改修されていく中、内部に江戸・明治の
町屋造りを残していたことに注目した有志22店舗が「村上町屋商
人会」を結成し、内部公開を実施（H10～）。

○黒塀プロジェクト（黒塀１枚千円運動）
・城下町らしさを取り戻すため、ブロック塀を黒塀に替える取組として、住

民有志のボランティアによる「チーム黒塀プロジェクト」を結成（H14)。
15年間で約430メートルの黒塀を製作。

○むらかみ町屋再生プロジェクト
・町屋の外観再生に向け、住民有志がチームを結成
（H16）。改修費補助のための市民基金を設置（全国
から12年間で約4600件、計4300万円の協力）。

・改修の際は、基金から最大80万円を補助。大工有志
による「村上大工匠の会」が通常より安価で対応。和
菓子店やクリーニング店など12年間で34軒を改修。

・基金協力者には商店街や宿泊施設の割引券を贈呈。
・JRも賛同し、村上駅をレトロ調に改修。市や企業も

景観に配慮した改修を実施。歴史的町並みの保存・
再生の意識が更に高まっている。

○観光客入込数
「城下町村上 町屋の人形さまめぐり」（３月）

の来訪者数
平成13年度 47,000人

平成27年度 105,000人

主なソフト事業 主なハード事業

・景観や文化を活かした取組や発信を進め、更なる観光客の増加を図る。
今後の取組

・住民有志による長年の町屋の保存・活用の取組が徐々に市民意識を変え、市民等の募金による黒壁1枚千
円運動による黒壁プロジェクト、全国初の市民基金による町屋の外観改修など、行政の財政支援に頼らない
住民主体の歴史まちづくりにつながっている。町屋を活かしたイベントとあわせ、観光客、商店売上も増加。

≪官民協働≫
【民】住民有志による町屋活用イベント、町屋外観改修や黒壁通りづく
【官】歴史的風致維持向上計画等により、町並み形成等を支援
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【新潟県長岡市】アリーナや市役所機能等の複合施設アオーレ長岡を拠点とした中心市街地活性化

・法定再開発のほか、民間事業者による老朽建築物の建替えに対して補
助することで、中心市街地の都市機能の更新を図るとともにまちなか居
住を推進していく。

主なソフト事業主なハード事業

○官民協働によるアオーレ長岡の整備・管理運営
・駅近辺の老朽施設を活用し、大規模イベント等に使えるアリーナ

や屋根付き広場「ナカドマ」を市庁舎と一体的に整備（H24年）。市

民の中心市街地への来街機会が増加。
・計画段階における市民ワークショップの開催、市民債の発行によ

る資金調達、ＮＰＯ法人「ながおか未来創造ネットワーク」による
施設運営など、官民協働により施設整備・管理運営。

○「ナカドマ」を活用した多彩なイベント
・中心市街地だけではなく、合併地域（旧栃尾

市・旧山古志村等）の主催イベントにも使用さ
れるなど、市域の中心的な施設となっている。
（全天候型で90%超の稼働率）

○長岡多世代健康まちづくりの推進
・㈱タニタや慶応義塾大学と連携した多世代健

康まちづくり事業「健康ラボ長岡」を実施。まち
なかを中心としたウォーキングコースの設定、
市内店舗の商品券等に交換できるウォーキン
グポイントの付与等の健康プログラムを提供。
（平成29年2月末会員約2,300人）

○大型商業施設跡地等の再開発事業
・旧百貨店跡地において、商業店舗や住居、

金融機関、市役所機能の一部を一体で整
備する再開発事業を実施（H23年）。

・アオーレ長岡によって戻ってきた賑わいを
契機に、中心市街地での市街地再開発の
動きがさらに活発化。

今後の取組965 995
1,044

1,092
1,154
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H24.4 アオーレ長岡
オープン

中心市街地の店舗数 （単位：店）

≪官民協働≫
【民】ＮＰＯ法人によるアオーレ長岡の管理運営、市民交流イベントの開催、

産官学やスポーツ団体と連携した多世代健康まちづくりの推進等
【官】市役所機能のまちなか集約、駅から商店街等へのアクセス向上等

≪市の総合戦略における関連ＫＰＩ≫
・歩行者・自転車通行量（平日） 95,033人（H25） ⇒ 100,000人（H30）

・空洞化する中心市街地の活性化を目指し、長岡駅近くの老朽化した文化交流施設の活用策として、郊外の
市庁舎のまちなか移転とあわせ、アリーナ、屋根付き広場「ナカドマ」等を整備。都市機能集積を図る再開発
事業等を進め、コンパクトシティの形成を目指している。

・市民の健康寿命の延伸を図るため、官民が連携した多世代健康まちづくり事業を展開。商店街等と連携した
ウォーキングポイントなど、楽しみながら健康になれるまちづくりを目指している。
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・北陸新幹線新駅の開業を活かし、日本三大大仏の一つ高岡大仏や国宝瑞龍寺等の観光資源にとどまらな
い観光客のまちなか回遊を目指し、高岡銅器、高岡漆器等の伝統工芸産業のものづくり体験や展示即売等
のイベントを「高岡クラフト市場街」として集約開催したり、歴史的な街並みが残る金屋町の空き店舗を金属工
芸工房等として再生する取組などにより、賑わいの創出、収益力の向上を図る。

・土蔵造りの町家が建ち並ぶ「山町筋重要伝統的建造物群保存地区」に
おいて、歴史的価値の高い建造物のリノベーションを行い、活用するこ
とにより、観光地としての更なる魅力の向上を図る。

≪官民協働≫
【民】高岡商工会議所等による「高岡クラフト市場街」のイベント開催やま

ちづくり会社による町屋再生、地元大学や高校による連携等
【官】歴史的街並みの遊休資産活用促進、無電柱化による景観改善等

【富山県高岡市】歴史的街並みを活かした鋳物工芸体験型ストリート等によるまちなかの回遊性向上

主なハード事業主なソフト事業

○「高岡クラフト市場街」の開催
・高岡商工会議所や高岡市等が連携し、全国公募「工芸都市高岡ク
ラフトコンペ・クラフト展」の開催に合わせて、「ものづくり」の現場体
験や、工芸品の展示即売を行う「ギャザリング」（Ｓ６１～）等を開
催。

・「ものづくり」と「商業・サービス」の複数事業の連携によるシナジー
効果を創出。

○空き店舗を活用した工房
・高岡鋳物発祥の地として知られる高岡市金屋町
の一角にあった空き店舗（旧映画資料館）を活
用し、若手の金属工芸作家たちが、市による開
業支援補助を受けながらショップ兼ギャラリー工
房「坩堝（かんか）」を平成２２年９月にオープン。

■ギャザリング
商店街の店舗を活用し、県内クラフト

マンたちの作品の展示即売を実施。

■作家の引き出し展
クラフトコンペに入賞・入選した

作家の出品作以外の作品を集
め、展示販売を実施。

■ワークショップ・ものづくり体験
ものづくりのまち高岡の伝統的

なものづくり体験ができるワーク
ショップ。

■工房「坩堝（かんか）」

○歴史的資産を活用した町家再生事業
・空き店舗となっている伝統的建造物のリノベーションをまちづくり会
社「末広開発（株）」が行い、民間団体等が主体となり建物の活用を
図る。

今後の取組

≪市の総合戦略における関連ＫＰＩ≫
・観光客入込数 347万人（2014年） ⇒ 450万人以上（2020年）
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【富山県黒部市】宇奈月温泉街における小水力発電と電気バスを活用したエコ温泉リゾートづくり

今後の取組

≪官民協働≫
【民】「（一社）でんき宇奈月プロジェクト」が主体となった小

水力発電所の整備・運営、電気バスの運行、温泉街
周遊ルート設定等

【官】温泉・観光拠点施設の整備、電気バスEMUの導入・
運行支援等

≪市の総合戦略における関連ＫＰＩ≫
・宇奈月温泉の宿泊者数：259,512人（H26） ⇒ 350,000人（H31）

主なソフト事業主なハード事業

・排ガスによる環境悪化と観光客減少を背景に、民間主導で「でんき宇奈月プロジェクト」を設立し、市の協力
も得ながら、地域一体となった新たなまちづくりを推進。

・豊富な水資源を活用した小水力発電所の整備、発電した電力を活用した小型低速電気バスの運行等によ
り、先進的なエコ温泉リゾートとして観光客誘致を図るとともに、地域を担う人材育成に取り組んでいる。

○宇奈月谷小水力発電所の整備・運営と
電気バス「ＥＭＵ（エミュー）」の導入

・排ガスによる環境悪化と観光客が減少しつつある宇奈月
温泉街において、電気自動車100％の街として有名なスイ
スのツェルマットをモデルに、小型の電気バス「EMU」を導
入（H24年）。安心快適なエコ温泉リゾートとして、観光客
の滞在時間延長、温泉街の活性化を図る。

・大高建設(株)等の民間主導で設立された「（一社）でんき
宇奈月プロジェクト」が主体となり、黒部川支流から取水し
発電する小水力発電所を整備（H26年）。電気バスは小水
力発電による電力で充電するなど、エネルギーの地産地
消モデルの構築を推進。

・「（一社）でんき宇奈月プロジェクト」が主体となり、視察団体に観光
ツアーを提案し、市内の観光・宿泊施設の利用拡大を図る。

・将来的には、各旅館の送迎バスをEMUへ移管し、温泉街中心部は
電気自動車専用エリアとし、クリーンで安全な温泉街を形成。

湯めどころ宇奈月

○温泉・観光拠点施設の整備
・市においても、宇奈月ダムのほとりに露天風呂・研修室等を備え
た観光・交流施設「とちの湯」を整備(H14年)。EMUの周遊ルート
に加え、EMUと一体となった観光客誘客を推進。

・温泉街の中心にも、共同浴場、観光案内所を併設する「湯めどこ
ろ宇奈月」を整備（H28年）。住民交流や観光拠点として活用。

1,922 1,310 3,476
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電気バスＥＭＵ 乗車人数
宇奈月ダム・とちの湯コース

周回コース

20,208

○地域一体となったまちづくり
・「（一社）でんき宇奈月プロジェクト」
では、富山国際大学等と連携した
旅館従業員等へのワークショップの
開催、活動PR用の「かわら版」の毎

月発行など、地域一体となったまち
づくりを推進。

・地域の小中高校等とも連携し、小
水力発電所やEMUを題材とした環
境教育を実施し、人材育成を推進。

78



【富山県富山市】公共交通を軸とした居住・福祉・商業等の諸機能連携による健康・環境まちづくり

・日本初の本格的ＬＲＴシステムである富山ライトレールの整備や、市内電車の環状線化・富山駅高架下への
乗り入れなどにより公共交通を活性化し、その沿線に、居住、福祉、商業等の諸機能を集積させることによ
る、公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくりを推進。

・中心市街地に地域包括ケア体制のモデルケース構築及び拠点施設の整備、おでかけ定期券等による公共
交通機関の利用促進により、高齢者の外出機会を創出し、健康寿命の延伸と生活の質の向上を図る。

8,000人

9,000人

10,000人

11,000人

12,000人

13,000人

14,000人

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

市内電車一日平均乗車人数

H21.12 環状線化

H27.3 ・北陸新幹線開業
・駅高架下乗り入れ

・住民基本台帳等の多様なデータをＧＩＳに展開し、人口移動や高齢化状況
等を可視化し、科学的な知見に基づく施策の立案・効果検証を実施。

今後の取組

≪市の総合戦略における関連ＫＰＩ≫
・健康であると感じている市民の割合：79%（H25） ⇒ 86%（H31）
・路面電車の利用者数： ：1,250人/日増（H25⇒南北接続後）

○賑わい拠点と福祉拠点施設が集約された中心市街地

・鉄道路線をＬＲＴ化した富山ライトレールは、運行本数の増便、新
駅設置等のサービス向上により、鉄道路線時（H17）と比較して、
利用者が平日約2.1倍、休日約3.4倍に増加。（H27）

・市内電車の路線を約0.9km延長し、環状線を
開業（H21）した結果、市内電車の利用者が
増加。（H21： 10,251人→H27：13,577人）

・環状線開業後は、まちなかでの買物・飲食等
の利用が増え、特に女性（H22→H26：休日
17%増）や高齢者（同51%増）の利用が増加。

・積雪寒冷地の気候にも対応した、全天候型多目的広場であるグラ
ンドプラザを中心市街地内に整備（H19）し、数多くの市民イベント
等で利用されている。（H27：82.5％（休日：100.0％、平日73.9％））

・中心市街地内の小学校跡地を活用し、官民連携（ＰＰＰ）の手法に
より、地域包括ケア拠点等の公共施設と、スポーツクラブや医療
福祉系専門学校等の民間施設を併設した、
総曲輪レガートスクエアを整備。（H29）

・保育所等で体調を崩した子どもを看護師
が迎えに行き、受診後、ケア施設で一時
保育する、全国初の事業等を実施予定。

○おでかけ定期券事業
・高齢者が中心市街地へ訪れる際に、公共交通機関を一律100円で利用
できる制度。高齢者のまちなかへの来街機会が増え、賑わいを創出。お
でかけ定期券の利用日は、非利用日より約1,800歩/日の歩数増加効果
があり、高齢者の健康増進にも寄与。

○まちなか居住推進事業・公共交通沿線居住推進事業
・都心地区（中心市街地）、公共交通沿線居住推進地区（都心地区を除い
た公共交通の駅周辺等）を対象に、良質な住宅を建設する事業者や、
住宅を購入する市民に支援し、まちなか等への居住を推進。

主なハード事業

○路面電車（市内電車・富山ライトレール）の利便性向上

≪官民協働≫
【民】路面電車運行、グランドプラザにおける市民イベント開催等
【官】路面電車施設整備、おでかけ定期券や居住推進事業の実施等

主なソフト事業
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≪官民協働≫
【民】町家・空き店舗活用の相談窓口の運用
【官】金澤町家情報館の整備、金澤町家流通の仕組みづくり

【石川県金沢市】官民が連携した町家・空きビル流通の仕組みづくりによる移住・起業の拡大

・４００年以上続く古い街並みに残る伝統的な金澤町家やまちなかの空きビルを有効活用するため、市と商店
街、不動産会社、 （株）金沢商業活性化センター等が連携し、遊休不動産の流通の仕組みを構築。

・物件の紹介だけでなく、町家の修繕や売買・賃貸借契約の補助、空き店舗への出店にあたっての経営相談
等をワンストップで行うことにより、まちなかへの移住・起業の拡大を図る。

≪市の総合戦略における関連ＫＰＩ≫
・県外からの金澤町家購入・賃貸成約件数（累計） 3件（H26）⇒13件（H31）

主なハード事業

・首都圏等に対し、蒔絵や和菓子等の伝統工芸や金沢の質の高い文化を活
かした金沢ならではの暮らしを紹介し、クリエイター等の移住を促す。

○金澤町家流通コンサルティング事業等
・金澤町家研究会の運営により、町家オーナー
と購入・賃貸希望者をマッチング。町家の調
査、流通物件登録の後、不動産会社の支援を
受けて希望者への橋渡しを行う。（H28年8月時
点でオーナー16件、ユーザー111件が登録。累
積で21件が成約）

・町家再生活用を支援するため、市の補助金に
より、外観修復や内部改修等の費用を支援。

○金澤町家情報館の整備
・まちなかに残る伝統的な金澤町家は、毎年約80戸が消滅。貴
重な歴史資源を保全し、有効活用を図るための総合情報発信
拠点として、市指定保存建造物の町家を市が「金澤町家情報
館」として整備、運営。

・町家の修繕や売買・賃貸、移住、起業などについての総合相
談窓口を設置し、 NPO法人金澤町家研究会が常駐。また、情
報館自体を町家再生活用のモデルルームとして公開し、移
住・起業希望者への情報発信の役割を担う。

○老朽ビルをリノベーションしたシェア型複合ホテル
・民間事業者により、観光地周辺の老朽化した空きビルをリノ
ベーションし、宿泊施設「ＨＡＴＣＨｉ」として再生。

・シェアリングによる出会いをきっかけとした北陸ツーリズムの
発地をコンセプトに、北陸三県の広域観光のツアー企画も実
施。

・地元食材を利用した飲食店や、地域特産品のセレクトショッ
プ、市民が郷土料理のワークショップ等を行う交流キッチン等
も併設し、観光客と市民の交流を促進。

○まちなか商店街の空き店舗等を活用した出店サポート
・市、商工会議所、商店街、不動産会社、㈱金沢商業活性化センターが連携
して、商店街の空き店舗等を活用した企業や個人の出店をサポート。

・物件紹介、経営相談、補助金や融資制度の紹介を一括で実施

今後の取組

主なソフト事業
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【石川県小松市】コマツ本社機能移転を契機に、ものづくり人材育成を柱とした新たな人の流れの創出

・H30.4開校の駅前の大学キャンパスには640人の学生が通う予定。街並
みの保全や、歌舞伎・曳山等の文化・伝統を活かし、駅周辺を学びに関
する施設が集積する「学びのエリア」として特色あるまちづくりを行う。

≪官民協働≫
【民】コマツによる駅前工場跡地の官民連携した活用、遊休地を活用した複

合施設整備への事業参画等
【官】１０年ビジョンの実現を目指したものづくり人材育成拠点づくりや公的

不動産の民間活用の促進等

主なソフト事業

≪市の総合戦略における関連ＫＰＩ≫
・若者就業率（20～34歳） 2010年 94.2％ → 2020年 96％

・ コマツの駅前工場跡地を活用し、本社研修機能の移転を契機に、国内外から研修生が集う同社研修セン
ターの整備と併せ、ものづくり人材育成の拠点となる「サイエンスヒルズこまつ」を官民が連携して整備。

・駅前の遊休市有地を活用し、新たな宿泊需要に対応したホテルや商業、地域の人材育成を担う大学や子育
て支援等の官民複合施設を不動産証券化手法の活用により民間の資金とノウハウを活かして開発中。

主なハード事業

○コマツの工場跡地を活かした賑わい再生

・コマツの研修センターの整備
コマツが東京本社の研修機能を小松市に移転し、国内外の社員
等を対象とした研修センターを駅前工場跡地に整備し、年間約３
万人の訪問者があり、宿泊は地元ホテル・旅館を利用するという
同社の方針から、市内での宿泊需要が急増。

・サイエンスヒルズこまつ
ものづくり人材を育てる拠点として、研修センター隣接地を市が
コマツから取得し、地域の製造事業者等と連携し、ものづくりと科
学の体験型展示等を備えた「ひととものづくり科学館」やセミナー
ルーム等に活用できる「こまつビジネス創造プラザ」を整備。

○小松駅南ブロック複合施設整備（H29年末開業予定）

・研修センター開設に伴う新たな宿泊需要への対応や地域を担う
人材育成を進めるため、駅前百貨店跡の市有地を活用し、定期
借地権を設定して、民間事業者により、ホテル、商業、大学、子
育て支援等の機能を集めた複合施設を不動産証券化手法を活
用して整備。

≪主な機能≫
・公立大学キャンパス（2・3階）
・宿泊・商業施設（1・4～8階）
・子どもと市民の学びゾーン（1階）

≪資金調達手法≫
国、市からの助成を活用しつつ、不動産特定共同事業法による不
動産証券化手法を活用し、個人投資家からの資金も調達。

○専門的技能・知識を生かした施設運営
・コマツが里山やわくわくコマツ館等を整備し、
それをコマツのＯＢ社員等が所属するＮＰＯ法
人に管理を委託することで、在職時に得た技
術や知識を生かした、子ども向けの建機体験
や理科実験教室等の学びの交流事業を実施
することができている。

○ＮＥＸＴ１０年ビジョンの発信
・２０２３年の北陸新幹線新駅開業等を見据え、
市がこれからの１０年のまちづくりの方向性を
ビジュアル化して発信。ものづくりの街のアイ
デンティティに根差した官民協働のまちづくり
は、２０１６年のアジア都市景観賞を受賞。

今後の取組
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【石川県白山市】多世代の住民が支え合い､安心して健康に暮らすタウン型･大学連携型ＣＣＲＣの実現

・金城大学の学生が、学術的調査や、自分の特技を活かした様々な地
域貢献の取組に参画することで、市域での就職を促し、将来地域福祉

を支える人材を育成。
・今後、佛子園においてサービス付き高齢者向け住宅やシェアハウス、グ

ループホームを建設するとともに、生涯活躍の場としてのボランティア等
の育成や活動しやすい体制づくりを進める。

今後の取組

≪市の総合戦略における関連ＫＰＩ≫
・市内大学卒業者の市内企業就業率：9.5%（H26） ⇒ 15%（H31）

○健康増進・介護予防事業
・ 「B’s」内のスポーツジムを利用し、地域住民の
健康増進や介護予防を推進。
（Ｈ28 会員500人登録）

○子育て支援事業
・子育て世帯向けに、0～2歳の小規模保育施設や育児相談窓口

を設けるとともに、佛子園が短時間の就労を希望する母親を積極
的に雇用。（H28 新たに5人雇用）

≪官民協働≫
【民】佛子園が金融機関の融資等により拠点施設を整備し、事業を運営
【官】市民提案型まちづくり支援事業等を実施するとともに、高齢者や障害

者、地域住民が共生するまちづくりの推進や活動を支援

・白山市（まちなかの）出城地区において、地
域交流拠点施設「三草二木 行善寺」、地域
健康促進施設「 B’s 」を整備。ここを拠点とし
たエリアを一つのまちとして捉え、市と佛子
園、金城大学が連携し、タウン型・大学連携
型ＣＣＲＣの実現に向け取り組んでいる。

○地域の課題解決
・地域住民や学生など多世代が混ざり合いまちづ
くりに参加する場として「B’s」内に自治会室を設
置し、地域課題の発掘と解決に取り組む。

○「ごっちゃプロジェクト」の拠点となる施設整備

・「三草二木 行善寺」（H27年供用）には、入浴施設、飲食エリア、体育館、
高齢者デイサービス、障害児者就労サービス等を整備。

・「B’s」（H28年供用）には、自治会室、スポーツジム、プール、診療所、小
規模保育施設、児童発達支援センター、キッチンスタジオ等を整備。

「シェア金沢」（石川県金沢市）の取組

生涯活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ）の推進
「生涯活躍のまち」とは、地方創生の観点から、中高年齢者が

希望に応じて地方や「まちなか」に移り住み、地域の住民（多世代）
と交流しながら、健康でアクティブな生活を送り、必要に応じて医
療・介護を受けることができる地域づくりである。国はノウハウ等の
収集・蓄積・情報提供等を行っていく。

主なソフト・ハード事業

・高齢者、障害者、子ども、学生など、多世代の住民が支え合い、安心して健康に暮らせるまちづくりを進める
ため、市と社会福祉法人佛子園、金城大学が連携し、「ごっちゃプロジェクト」を始動。

・まちなかの出城地区において、多世代が交流し、健康増進を図る拠点施設を整備するとともに、エリア全体
で居住・生活環境を整備することにより、タウン型･大学連携型CCRCの実現を目指している。

・佛子園が、金沢市内の病院跡地に、サービス付き高齢者向け住
宅、障害児入所施設、学生向け住宅、天然温泉、レストランや売
店、文化施設等を一体的に整備（H26年）。

・エリア内に住む障害者や高齢者がこれらの施設で就労したり、学
生がボランティア活動に参加したりするなど、誰もが社会で隔離さ
れることなく、多世代が助け合って生きる地域コミュニティの形成を
目指している。 82



・ 「天空の城 越前大野城」という観光資源を活かし、その誘客効果をまちなかに波及させるため、官民が連
携して城下に広がる伝統的な街並みの改修等を推進。

・中心部に観光情報センター、物産販売所、多目的ホール、イベント広場、駐車場等を備えたまちなか観光拠
点を整備。ブランド戦略やまちなか観光アプリ等のソフト施策と一体となったまちづくりを展開。

・中部縦貫自動車道の開通や北陸新幹線 福井駅開業を見据えた外国
人観光客へのプロモーションと宿泊機能の強化

≪官民協働≫
【民】まちづくり会社（㈱結のまち越前おおの）と各市民団体との連携によ

る観光関連事業の実施
【官】城下町の街並みの保存への支援、観光資源の周辺整備

【福井県大野市】越前大野城の集客効果をまちなかに及ぼす街並み改修と情報発信による集客拡大

越前おおの結ステーション

○まちなか観光拠点の整備

・市の中心部の小学校跡地を活用して「越前おおの結ステーショ
ン」を整備（H22）。イベントの中心地であり、観光の情報が集約さ
れたまちなか観光や郊外観光の出発地として機能。

○城下町の街並みの保存・改修

・城下町の街並みや歴史的遺産を復元するとともに、景観を活かし
た町家暮らしへの支援を行い、街並みを保存。（H17～）

主なソフト事業

○「越前おおのブランド戦略」の推進

・「結の故郷 越前おおの」を売り込むブランド戦
略を策定（H25）し、歴史・文化・伝統等のブラン
ド化やまちなか観光客誘致等を推進。

・越前大野城築城430年祭（H22）をきっかけに、
年間を通した多様な市民イベントを開催。

・官民が出資しまちづくり会社（㈱結のまち越前お
おの）を設立（H25）し、まちなかの回遊を促す
「食べ歩き見て歩きマップ」や「文化施設入館＆
まちなか循環バス利用パスポート」を発行。

○観光アプリでのまちなか観光のサポート
・観光スポット・イベント情報だけでなく、駐車場や公共トイレ等のお役
立ち情報や、現代地図と古地図の切り替えにより古い町並みの魅力
を最大限に引き出す情報などを提供するアプリを開発し、観光協会が
提供。

中心市街地主要４施設
（平成大野屋、越前大野城、民俗資料

館、武家屋敷旧内山家）

入込み客数（人）

主なハード事業

今後の取組

観光アプリ「結なび」

≪市の総合戦略における関連ＫＰＩ≫
・観光入込客数 193万人（H26） ⇒ 210万人（H31）
・外国人宿泊者数 基準値なし ⇒ 3,000人（H31） 等 83



【福井県福井市】商店街が連携した共同販促体制の構築による賑わい再生

○西口再開発ビル・ハピリンを整備

主なソフト・ハード事業

今後の取組

≪官民協働≫
【民】・「美のまちプロジェクト」による美容関連業種の出店促進

・商店街、地元百貨店等が連携した共同販促組織「EKIMAE MALL」の設立
【官】・空き店舗への開業支援、福井駅西口再開発の実施

≪市の総合戦略おける関連ＫＰＩ≫
・創業者数 400件 （平成27年～平成31年）
・ハピリン来場者数（公共公益施設のみ） 40万人（平成31年）

○５つの商店街の連携体制の構築
・郊外型大型店等の影響により、まちなかの商店街で
空き店舗が増加。一体的に商店街エリアの価値を向
上することを目的に、福井駅前の5つの商店街によ

り、「福井駅前五商店街連合活性化協議会（五連協議
会）」を設立（Ｈ１２年）。イベントの共同開催や共同販
促等を実施。

○「美しくなれるまち」をテーマにした空き店舗への出店促進
・五連協議会は、まちづくりの経験がある外部人材と協力・連携して、街コンや美容
体験企画「ワンコインビューティー」を実施（Ｈ２５年）。その好評を得て、「美しくなれ
るまち」をテーマとした「美のまちプロジェクト」立ち上げ（Ｈ２６年）の契機となった。

・プロジェクトの目玉として、空き店舗を利用しやすい美容関連業の一斉開業による
広告効果・コスト抑制を狙い、空き店舗オーナーの協力を得て、１１店舗を一斉開
業（Ｈ２７年）。まちづくり福井㈱も、空き店舗見学ツアーや空き店舗への開業支援
を実施。

・その後も美容関連業の出店、集積が進み空き店舗数の減少に繋がった（Ｈ２２年７
８店舗→Ｈ２９年４３店舗）。

・北陸新幹線福井開業を見据えた民間再開発への支援。
・中心市街地のまちづくりと連動したリノベーションや出店など民間のまちづくり活動の支援。

○福井駅西口再開発
・福井市は、北陸新幹線の開業（Ｈ３５年
予定）を見据え、JR福井駅前に、商業・
住宅・多目的ホール・自然史博物館分
館等を併設した再開発ビル「ハピリン」
を整備（Ｈ２８年）。

・JR福井駅から商店街につながる賑わ
いの軸を強化し、中心市街地全体の賑
わい創出につなげていく。

○テーマを統一した共同販促組織「ＥＫＩＭＡＥ ＭＡＬＬ」の設立
・「美のまちプロジェクト」により、テーマを統一した共同販促の必要性が認識され、
さらに、駅西口再開発により、商店主らの意識が変化。美のまちプロジェクト代表
者が中心となり、五連協議会、地元百貨店等が連携し、新たな共同販促組織「（一
社）ＥＫＩＭＡＥ ＭＡＬＬ」を設立（Ｈ２８年）。エリア全体を一つのショッピングモール
に見立てて回遊を楽しめるまちづくりを図る。

・同時に、まちづくり福井㈱の運営サイト「アソビねっ！」に店舗情報等を集約。

・空き店舗の増加に危機感を持った駅前の５つの商店街が連合協議会を設立。
・「美しくなれるまち」をテーマに、空き店舗を活用した美容関連１１店舗の一斉開業に成功。
・駅周辺全体の共同販促を推進する団体により、事業コストを抑制したイベント開催など、賑わいを再生。
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中央１丁目空き店舗への開業支援件数

（単位：件）
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