
（別紙）

宮城県　気仙沼市
（木質バイオマス燃料材収集拠点整備事業）

50,000

北海道　芦別市
（チップ製造事業）

33,000

熊本県
（県民総ぐるみでのＢＤＦ燃料普及による熊本県経済・エ

ネルギー循環創造事業）
50,000

市町村分

秋田県
（秋田の農林漁業・食品産業プロデュース事業）

46,000

徳島県
（「阿波尾鶏」を活用した畜産と農業の地域資源循環の創

造）
50,000

都道府県分

北海道
（エゾシカ製品オリジナルブランド化推進事業）

40,280

交付対象
（事業名）

交付
申請額
（千円）

地域経済循環創造事業交付金
第一次交付決定



交付対象
（事業名）

交付
申請額
（千円）

島根県　益田市
（山里ぜんたいＦＡＣＴＯＲＹ事業）

5,000

和歌山県　太地町
（森浦湾観光資源開発事業）

30,000

愛媛県　宇和島市
（古建築再生による賑わい事業創造拠点づくり）

5,000

群馬県　桐生市
（低速電動コミュニティバスと桐生市の地域資源を融合さ
せた「環境観光」の事業展開及び該当バスの活用拡大に

よる地域製造業の活力向上推進事業）

50,000

茨城県　笠間市
（観光交流拠点創造事業）

50,000

愛知県　美浜町
（食と健康の館施設整備事業）

7,000

千葉県　御宿町
（御宿温泉まちづくり事業）

13,500

福島県　喜多方市
（リサイクル業務による障がい者就労機会創出・国内資源

循環促進事業）
20,000

宮城県　登米市
（飼料自給率向上プロジェクト）

37,160



交付対象
（事業名）

交付
申請額
（千円）

581,746
第１次交付決定額合計

（１８事業　都道府県４　市町村１４）

佐賀県　江北町
（空き店舗再生による地域経済循環創造事業）

3,106

沖縄県　那覇市
（那覇市におけるナイトカルチャー創出・発信拠点づくり事

業）
49,920

高知県　高知市
（農産物加工施設整備事業）

41,780



地域経済循環創造事業交付金第一次交付決定事業 

・一般家庭等からの廃食
油の投棄による地下水 
汚染 

・一般廃食油を活用したＢＤＦ製造事業 
・ＢＤＦを活用したＢ５燃料製造事業 

・廃食油の回収ルートとＢ５燃料の販売
ルートの確保 
※Ｂ５燃料＝バイオディーゼル５％混合軽
油 

・地下水汚染の減 

・雇用増（ＢＤＦ製造、Ｂ５燃料製
造） 

・シカの農業被害 

・エゾシカ肉の安定的
流通ルート構築 
（囲いワナ、一時飼養施設、
札幌市内店舗、web店舗） 

・エゾシカの処分コストの減 
・エゾシカ肉のブランド化 
・雇用増（販売店舗、処分場） 

（課題） （事業化） （公益的効果） 

・一次産品の既存の販
売ルートによる利益が少
ない 

・地場産品を活用した
新商品の開発 

・鉄道事業者と連携し
た販路確保 

・一次地場産品の高付加価値化 
・食品製造業の振興 
・雇用増（食品製造業） 

北海道 
（エゾシカ製品オリジナ
ルブランド化推進事業） 

秋田県 
（秋田の農林漁業・食品
産業プロデュース事業） 

徳島県 
（「阿波尾鶏」を活用した
畜産と農業の地域資源

循環の創造） 

熊本県 
（県民総ぐるみでのＢＤＦ
燃料普及による熊本県
経済・エネルギー循環創

造事業） 

・高コスト飼料を使った養
鶏 
・利益率圧迫 

・特産養鶏の鶏糞をブ
ランド有機肥料化 

・有機肥料を活用した
高品質野菜の商品化 

・鶏糞をブランド有機肥料化 
・高コスト飼料の地場産化 
（高品質野菜活用） 
・雇用増（有機肥料、飼料の製造） 

参考 



地域経済循環創造事業交付金第一次交付決定事業 

・震災による障がい者の
就労機会の不足 

・細い電線の剥離等のリ
サイクルによる銅線等の
生産 

・未活用であった細い電線の活
用による地域資源の循環 
・障がい者の雇用増（リサイク 
ル業） 

・温泉、温水プール等の 
燃料コストの増（重油） 
・間伐コストの負担増 

・間伐材のチップ化 
・チップボイラーの導入 

（重油を木質チップに転
換） 

・間伐コストの確保（チップ代収
入） 
・燃料コストの抑制 
・雇用増（チップ工場等） 
 

（課題） （事業化） （公益的効果） 

・復興計画中の再生エネ
ルギー導入プロジェクト
の推進 

・大規模な木材集積用
地の整備等により間伐
材の木質燃料の流通
ルートの確保 

・再生エネルギー導入による被
災地復興 

・雇用増（木材加工業、運搬業
等） 
 

・畜産農家の糞尿処理コ
ストの負担増 

・排水不良田等の有効
活用 

・糞尿とおがくずを混
合した堆肥の生産 

・米やトウモロコシを使
用した飼料の生産 

・糞尿処理コストの抑制 
・排水不良田等の活用による 
米やトウモロコシの生産増 
・雇用増（堆肥、飼料の製造） 

北海道 
芦別市 
（チップ製造事業） 

宮城県 
気仙沼市 
（木質バイオマス燃料材
収集拠点整備事業） 

宮城県 
登米市 
（飼料自給率向上 
プロジェクト） 

福島県 
喜多方市 
（リサイクル業務による
障がい者就労機会創
出・国内資源循環促進

事業） 



地域経済循環創造事業交付金第一次交付決定事業 

・周辺観光地との差別化 

・地元特産の「美浜の塩
ソフトクリーム」の販路拡
大 

・移動販売車の導入に 

よる販売ルートの拡大と
広域マーケティング 

・特産品の販売量の拡大 
・町の観光振興（ 移動販売車 
が移動アンテナショップという 
役割も担う） 
・雇用増（特産品の販売） 

（課題） （事業化） （公益的効果） 

・基幹産業である繊維 
業界の衰退 

・工業品出荷額や事務所
数の減少 

・地元企業が作る部品から低
速電動コミュニティバスを製造 

・コミュニティバスを活用した、
ノコギリ屋根工場等を回遊す
る観光ツアーの実施 

・部品製造業の振興 
・交流人口の増加 

・雇用増（コミュニティバスの運
転手兼ガイド） 
 

・日帰り客が多い（清掃
等のコストのみ発生） 

・宿泊を伴う滞在型観光
の導入 

・町内宿泊旅館に共同
で温泉を導入 

・宿泊業の高付加価値化 

・滞在型観光へのシフトによ
る宿泊客の増加 
・雇用増（宿泊施設） 

茨城県 
笠間市 

（観光交流拠点創造 
事業） 

群馬県 
桐生市 

（低速電動コミュニティバ
スと桐生市の地域資源
を融合させた「環境観
光」の事業展開及び該
当バスの活用拡大によ
る地域製造業の活力向

上推進事業） 

千葉県 
御宿町 

（御宿温泉まちづくり 
事業） 

愛知県 
美浜町 

（食と健康の館施設整備
事業） 

・震災被害により中心市 
街地のホテルの廃業 

・中心市街地の衰退に拍
車 

・再興するホテルを中心
に歴史的建造物地区内
に市内の核となるエリア
を創出（旅館、温泉、レストラン
等） 

・地場産品の販路確保 
・交流人口の増加 

・雇用増（ホテル及び関連事
業） 



地域経済循環創造事業交付金第一次交付決定事業 

・第一次産業の衰退によ
る所得の減少 

・有機農産物の使用し 

た惣菜等の加工品や
ショウガを活用した飲料
水の製造、販路拡大 

・一次産品の高付加価値化 
・雇用増（有機農産物の加工 
工場） 

（課題） （事業化） （公益的効果） 

・高齢化、第一次産業の
担い手の減少 
・中山間地域の荒廃 

・地元産の大豆を使用 
した「真砂の豆腐」のブ 
ランド力を生かしたデザ 
ートの製造、販路拡大 

・一次地場産品の高付加価値 
化 
・食品製造業の振興 
・雇用増（食品製造業） 

和歌山県 
太地町 

（森浦湾観光資源開発
事業） 

愛媛県 
宇和島市 
（古建築再生による賑わ
い事業創造拠点づくり） 

高知県 
高知市 

（農産物加工施設整備
事業） 

・古旅館（木屋旅館）の
再生後の中心市街地の
活性化 
・空き店舗の増 

・空き店舗の改修（展示ス
ペース、カフェ等の設置）に
よる賑わい拠点化 

・域内外のクリエーターと連
携したアートイベントを開催 

・中心市街地の活性化 
・空き店舗の有効活用 
・交流人口の増加 
・雇用増（カフェ従業員） 

・捕鯨拠点だが地元へ
の資金還元が乏しい 

・鯨等（非食用）の体験
観光 

・捕鯨鯨肉加工物を学
校給食に 

・食育と商品のブランド化 
・交流人口の増加 
・雇用増（観光・加工工場等） 

島根県 
益田市 

（山里ぜんたいＦＡＣＴＯ
ＲＹ事業） 

 



地域経済循環創造事業交付金第一次交付決定事業 

（課題） （事業化） （公益的効果） 

・伝統芸能継承者の確
保が困難 
・失業率、離職率の増加 

・演劇等のナイトカル
チャーを地域資源として 
活用した賑わいの創出 

・伝統芸能の復興 
・交流人口の増加 
・雇用増（劇場運営） 
 

・炭鉱の閉鎖から続く働
き先の減少 
・空き店舗の増 

・地域の契約農家、地元
高校生の栽培する農作
物を仕入先にし、空き店
舗でパン屋を開業 

・佐賀牛を使用したパン等のＰＲ
による町の観光振興 
・空き店舗の有効活用 
・雇用増（パン製造） 
 

沖縄県 
那覇市 

（那覇市におけるナイト
カルチャー創出・発信拠

点づくり事業） 

佐賀県 
江北町 

（空き店舗再生による地
域経済循環創造事業） 


