
財政融資資金（辺地債・過疎債）を活用した地域振興事例

令和4年6月現在 ※ 事業名をクリックすると紹介ページに移動します

静岡県 事業名 掲載年

川根本町 公営塾運営事業 令和2年

松崎町 旧依田邸整備事業 令和3年

下田市 下田市統合中学校整備事業 令和4年

三重県 事業名 掲載年

南伊勢町 空き家活用促進事業 令和2年

鳥羽市 神島小・中学校建設事業 令和3年

南伊勢町 種苗生産事業 令和4年

岐阜県 事業名 掲載年

飛騨市 坂巻公園（レールパーク）整備事業 令和2年

恵那市 移動販売車運行支援事業 令和3年

郡上市 郡上カンパニープロジェクト推進事業 令和4年
豊根村

設楽町

川根本町

下田市

飛騨市

郡上市

南伊勢町

鳥羽市

愛知県 事業名 掲載年

設楽町 道の駅アグリステーションなぐら改修事業 令和2年

豊根村 淡水魚加工施設整備事業 令和2年

豊根村 富山場外離着陸場建設事業 令和3年

設楽町 道の駅したら整備事業 令和4年

恵那市

松崎町



道の駅アグリステーションなぐら改修事業
愛知県北設楽郡設楽町

事業の概要

道の駅「アグリステーションなぐら」は、奥三河の壮大
な山々に囲まれ、農山村の地域資源を生かした農産物や食
材加工品の販売のほか、野菜等の収穫体験や設楽町への移
住相談等の各種イベントが開催される地域振興施設。

令和元年７月に農産物の販売スペースを拡大する施設改
修工事を実施。地域住民の集客増加に加え、施設の利便性
向上により、スキーやハイキング等で賑わう茶臼山高原等
の近隣観光地からの誘客効果を図る。

事業実施にあたっては、資金の一部として、財政融資資
金（過疎対策事業債）が活用されています。

（財政融資資金に関するお問合せ先）財務省東海財務局理財部融資課 TEL 052-951-2704

■道の駅 アグリステーションなぐらHP

地域振興事例一覧
（トップページ）に戻る

（令和2年6月掲載）

https://aguristationnagura.jimdofree.com/


淡水魚加工施設整備事業
愛知県北設楽郡豊根村

事業の概要

豊根村では豊富な水資源を活かしてチョウザメやアマゴ
などの淡水魚養殖に取り組んでいます。

平成28年度からは、チョウザメ（雄）の魚肉販売を行っ
ていますが、新たな豊根村の特産品として切り身の加工品
やキャビア生産などを行えるよう、閉鎖した旧学校給食共
同調理場を有効活用し加工施設を整備しました。

鮮魚や魚肉販売のみならず、加工品やキャビア生産が可
能となることで、付加価値が高まり村内での新たな雇用創
出や交流人口増加なども期待されます。

事業実施にあたっては、資金の一部として、財政融資資
金（過疎対策事業債）が活用されています。

■豊根村HP

（財政融資資金に関するお問合せ先）財務省東海財務局理財部融資課 TEL 052-951-2704

東三河観光ＰＲポスター
（東三河広域連合制作）

地域振興事例一覧
（トップページ）に戻る

（令和2年6月掲載）

http://www.vill.toyone.aichi.jp/index.html


富山場外離着陸場建設事業
愛知県北設楽郡豊根村

事業の概要

急峻な地形で、村役場から車で片道1時間程度の時間を要
する富山地区は、土砂災害警戒区域等に指定されている箇
所が多数あり、度々、大雨による道路寸断が発生し、集落
の孤立を招いている。

また、救急患者が発生した場合、地理的な事情により、
救急医療機関へ陸路による迅速な搬送が困難となっている。

場外離着陸場（ヘリポート）の整備により、救急医療機
関への搬送時間が大幅に短縮され、災害や救急患者が発生
した場合の迅速な対応が期待される。

事業実施にあたっては、資金の一部として、財政融資資
金（辺地対策事業債）が活用されています。

■豊根村HP

（財政融資資金に関するお問合せ先）財務省東海財務局理財部融資課 TEL 052-951-2704

都市部の救急医療機関

（令和3年6月掲載）

地域振興事例一覧
（トップページ）に戻る

http://www.vill.toyone.aichi.jp/


道の駅したら整備事業
愛知県北設楽郡設楽町

事業の概要

設楽町の南の玄関口として国道257号沿いに新
設された「道の駅したら」は、郷土資料館であ
る奥三河郷土館と食事や地元産品を販売するエ
リアの他、旧豊橋鉄道田口線の車両が展示され
ており、他の道の駅とは趣が少し異なります。

設楽町が平成28年から令和3年にかけて整備し、
令和3年5月にオープン、地域振興の拠点として、
地場産業育成や雇用機会の拡大に資する施設と
なることが期待されています。

なお、この施設整備資金の一部として財政融
資資金（過疎対策事業債）が活用されています。

■道の駅したら公式HP

（財政融資資金に関するお問合せ先）財務省東海財務局理財部融資課 TEL 052-951-2704

（令和4年6月掲載）

地域振興事例一覧
（トップページ）に戻る

https://michinoeki-shitara.jp/facility/


坂巻公園（レールパーク）整備事業
岐阜県飛騨市

事業の概要

飛騨市の旧神岡町市街地は、鉱山町として栄えた「昭和の町」として、懐
かしい面影を今も残しています。豊富な歴史資源を残したまちづくりが進め
られるなか、当時の鉱山輸送線として活躍した神岡鉄道神岡線は、レールマ
ウンテンバイク（Gattan Go!!）として新たに生まれ変わり、平成30年度に
は年間5万人を超える観光客が訪れる観光資源となっています。

レールマウンテンバイクの発着地点に近接する坂巻公園は、カミオカンデ
の研究紹介施設のある道の駅「スカイドーム神岡」をはじめとする周辺観光
施設との中間拠点として、また、観光客や地域住民の憩い等の場として利用
されており、令和元年度からテニスコート等のスポーツ施設や児童向け遊具
の整備事業を実施しています。

事業実施にあたっては、工事資金の一部として、財政融資資金（過疎対策
事業債）が活用されています。

■飛騨市HP

■飛騨市公式観光サイト 飛騨の旅

地域振興事例一覧
（トップページ）に戻る

（令和2年6月掲載）

（財政融資資金に関するお問合せ先）財務省東海財務局岐阜財務事務所財務課 TEL 058-247-4112

https://www.city.hida.gifu.jp/
https://www.hida-kankou.jp/


移動販売車運行支援事業
岐阜県恵那市

事業の概要

恵那市は、恵那市恵南商工会と協定を締結し、商工会員が行う移動販売の運営費用の一部について、補助
金を交付しています。

当該事業では、買い物に不便な中山間地域において、生鮮食料品や生活日用雑貨を販売し、特に高齢者の
生活維持の一助となっているほか、近年では年間200日以上実施されており、交流の場の創出にもつながっ
ています。

事業実施にあたっては、運営資金の一部として、財政融資資金（過疎対策事業債）が活用されています。

■恵那市恵南商工会HP

（令和3年6月掲載）

地域振興事例一覧
（トップページ）に戻る

（財政融資資金に関するお問合せ先）財務省東海財務局岐阜財務事務所財務課 TEL 058-247-4112

https://www.gifushoko.or.jp/enashikeinan/dear_all/performance/


郡上カンパニープロジェクト推進事業
岐阜県郡上市

事業の概要

郡上カンパニーは、地域課題の解決につなが
るような新しい仕事づくりに挑戦する取組みで
す。

仕事づくりは、地元の発案者（事業家や地域
住民）と郡上市への移住者が共同で取組み、市
役所と事務局がサポートしています。

事業を通じて「移住促進」と「地域課題解決
（新規雇用創出）」の両方の実現が期待されて
います。

事業実施にあたっては、活動資金の一部とし
て、財政融資資金（過疎対策事業債）が活用さ
れています。

■郡上カンパニー

（財政融資資金に関するお問合せ先）財務省東海財務局岐阜財務事務所財務課 TEL 058-247-4112

（令和4年6月掲載）

地域振興事例一覧
（トップページ）に戻る

https://gujolife.com/


公営塾運営事業
静岡県榛原郡川根本町

事業の概要

川根本町では、平成30年に公営塾を開設しました。

町内在住の中高生を対象に、個々の学力に合わせた「個別
対応指導」と「最先端の映像指導」を提供。加えて、個別面
談による進路指導も行い、まちの未来を担う子どもたちが希
望する進路の実現を目指しています。

また、地域で子どもたちを育てる環境をつくることで、将
来を担う人材を育成するとともに、町の魅力を他地域の若年
世代にも伝え、町へのI・Jターン、移住・定住を促進する等
の地域振興が期待されています。

事業実施にあたっては、運営費の一部として、財政融資資
金（過疎対策事業債）が活用されています。

■川根本町公営塾HP

～映像授業ブース～

～個別指導スペース～

個別指導

映像指導

＋

＝

ハイブリッド
個別指導

地域振興事例一覧
（トップページ）に戻る

（令和2年6月掲載）

（財政融資資金に関するお問合せ先）財務省東海財務局静岡財務事務所財務課 TEL 054-251-4323

https://kawanejuku.com/


旧依田邸整備事業
静岡県賀茂郡松崎町

事業の概要

旧依田邸は、静岡県指定有形文化財に指定されており、開
拓姉妹都市の北海道帯広市と関係の深い重要な建物となって
います。

松崎町では、観光・文化交流拠点として旧依田邸エリアの
整備を進めており、地域活性化を担う場として期待されてい
ます。

これまでに駐車場や日帰り温泉施設、無線LAN環境の整備
等を実施しており、これらの事業について財政融資資金（過
疎対策事業債）が活用されています。

■松崎町HP

■NPO法人伊豆学研究会HP

（令和3年6月掲載）

地域振興事例一覧
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（財政融資資金に関するお問合せ先）財務省東海財務局静岡財務事務所財務課 TEL 054-251-4323

https://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/docs/2018121800025/
https://izugaku.jp/yodatei/


下田市統合中学校整備事業
静岡県下田市

事業の概要

下田市では、中学校において、生徒数の減少及び
施設の老朽化が進行していることから、学習環境の
維持・充実を図ることが難しくなっていることが課
題となっていました。

こうした課題に対応するため、市内の中学校４校
を１校に統合する事業を実施し、令和４年４月に新
中学校を開校しました。これにより、学校・学級の
小規模化の解消による生徒間の多様な交流の確保や、
学校施設に係るコスト縮減が期待されています。

事業実施にあたっては、工事資金の一部及びス
クールバスの購入費として、財政融資資金（過疎対
策事業債）が活用されています。

■下田市HP

（財政融資資金に関するお問合せ先）財務省東海財務局静岡財務事務所 TEL 054-251-4323

（令和4年6月掲載）

地域振興事例一覧
（トップページ）に戻る

https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/


事業の概要

三重県南部に位置する南伊勢町は、山の緑と海が織りなす調和のと
れた大自然に恵まれ、県内一の水揚げ量を誇る漁業、農業が盛んです。

他方で、人口減少・少子高齢化が急速に進んでいることから、これ
らの対策に町民、行政をはじめ総力をあげて取り組んでいます。

町の自然環境や漁業・農業に魅せられ移住先候補となることも多い
同町では、移住・定住施策に重点を置き、住まいに関する施策の一つ
として、空き家バンク制度により成約した物件の改修資金の一部を補
助する「空き家バンクリフォーム補助金」制度を設け、空き家の有効
活用と町内への移住・定住を促進しています。

同補助金が移住の決め手となり、実際に「改修費用の大部分を賄う
ことができた」という移住者もいるなど、町内への移住・定住を後押
しする制度の一つとなっています。

「空き家バンクリフォーム補助金」の財源として、財政融資資金
（過疎対策事業債）が活用されています。

■南伊勢町HP

空き家活用促進事業
三重県度会郡南伊勢町

（財政融資資金に関するお問合せ先）財務省東海財務局津財務事務所財務課 TEL 059-225-7222

～かさらぎ展望台から望む南伊勢町の雄大な自然～

～補助金を活用した山田さん～～山の斜面に並ぶみかんの段々畑～

地域振興事例一覧
（トップページ）に戻る

（令和2年6月掲載）

https://www.town.minamiise.lg.jp/


神島小・中学校建設事業
三重県鳥羽市

事業の概要
伊勢湾口に位置する人口300人余りの鳥羽市「神島」は、

三島由紀夫の小説「潮騒」の舞台としても知られています。

神島小学校、中学校の旧校舎は、老朽化が進むとともに津
波浸水被害が想定されることから、海抜21mの高台に小・中
学校一体の校舎として移転しました。今後グラウンド・遊具
等の整備を行う予定です。

高台移転による地震・津波発生時の被害軽減のみならず、
日本文化への親しみ、情操教育などにも配慮した三重県産ヒ
ノキの暖かみが感じられる木造2階建て校舎とすることで、
児童・生徒の学習環境の向上が期待されています。

事業実施にあたっては、工事資金の一部として、財政融資
資金（過疎対策事業債）が活用されています。

■鳥羽市HP

（令和3年6月掲載）
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（財政融資資金に関するお問合せ先）財務省東海財務局津財務事務所財務課 TEL 059-225-7222

https://www.city.toba.mie.jp/


種苗生産事業
三重県度会郡南伊勢町

事業の概要

南伊勢町は海岸線の延長が245.6kmにも及ぶリ
アス式海岸を有し、複雑に入り込んだ湾と数多くの
島々により形成されています。県内でも有数の水産
物生産地です。

町内では魚介類などの水産資源の減少、魚価の低
迷、燃油価格高騰などの影響により水産業の経営環
境が悪化していることなどから、若年の就業者が少
なく、高齢化が進んでいるため、漁業者の所得向上
と安定化が必要となっています。町内２か所の種苗
センターにおいて、カサゴ、アワビなどの種苗生産
及び稚貝の飼育試験などを実施することで、漁場環
境の整備や水産資源の保全と育成に努め、漁業者の
所得向上と安定化の実現を図っています。

事業実施にあたっては、資金の一部として、財政
融資資金（過疎対策事業債）が活用されています。

■南伊勢町HP

（財政融資資金に関するお問合せ先）財務省東海財務局津財務事務所財務課 TEL 059-225-7222

（令和4年6月掲載）

地域振興事例一覧
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https://www.town.minamiise.lg.jp/

