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地域経済循環創造事業交付金　交付決定事業　（一覧）
（金額単位：千円）

事業名 交付申請額 融資予定額 金融機関 課題 事業化 公益的効果

　① 　農業関連事業　８事業

1 岩手県 西和賀町
わらび澱粉増産のための機械設備の
研究試作、導入並びに新商品の開発
販売

15,644 4,450
花巻農業
協同組合

・積雪期の収入不足
・農業後継者の不足

・わらび餅に使用するわらび澱粉専用の
わらび畑の造成とわらび澱粉の生産、販
売

・地域ブランド化
・農家の経営安定化
・雇用増（生産、加工）

2 新潟県 長岡市
震災経験と米粉を生かした地域の元
気創出事業 30,000 30,000 北越銀行

・米価下落、耕作放棄地の増加
・中越大震災時に発生した食物アレル
ギー患者の非常食不足

・地元産の米を米粉化し、アレルゲン原材
料を使わない米粉クッキーの製造、販売

・農産物の高付加価値化
・耕作放棄地の有効活用
・雇用増（加工、販売）

3 新潟県 阿賀野市

阿賀野市産を凝縮させた「和風ダイニ
ングレストランの運営」及び「新たなク
ラフトビールの開発・製造販売」によ
る地域経済循環事業

19,000 20,000 第四銀行
・地元生産食材の地元での販路不足
・短時間滞在客の取り込み不足

・地元米を使用したクラフトビールの製造、
販売
・地元農産物を直接買い取り提供する拠
点をつくり、農産物販売チャネルを拡大

・中心市街地の活性化
・地元農産物の販路開拓
・雇用増（加工、販売）

4 岐阜県 下呂市
地場産農産物を活用した次世代こん
にゃくの製造販売事業 50,000 25,000 十六銀行

・農業従事者の減少
・規格外廃棄野菜の処理コスト

・冷凍こんにゃくや規格外野菜（ほうれんそ
う、にんじん等）をペーストにしたこんにゃく
製品の製造、販売

・未利用資源の活用
・廃棄物処理コスト減
・雇用増（加工、営業）

5 滋賀県 長浜市
高い収益が期待できる農作物「こん
にゃく芋」の新産地創造事業 50,000 60,000 長浜信金

・耕作放棄地の増加
・農業従事者の減少

・市内ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設の研究成果を活か
したこんにゃく芋の産地化
・こんにゃく芋の出荷拠点として、集荷保管
倉庫を整備

・耕作放棄地の活用
・農業経営の安定化
・雇用増（農業）

6 滋賀県 東近江市
永源寺そばの付加価値創造・ブランド
化を通じた滋賀県東近江市の地域活
性化事業

15,000 15,000 滋賀銀行
・観光客の減少
・耕作放棄地の増加

・永源寺そばの実を活用した新たな加工
品（おやき、そば茶等）の製造販売

・交流人口の増加
・地域ブランド化
・雇用増（加工、販売）

7 京都府 京丹後市
地元の酒米を利用した、こだわりの
日本酒製造事業拡大と熟成酒製造
事業の開始

35,000 35,000 但馬信金
・耕作放棄地の増加
・農業従事者の減少

・地元米を活用した新たな地酒商品の開
発製造

・耕作放棄地の活用
・地域ブランド化
・雇用増（生産、営業）

8 香川県 三豊市
希少な国産レモンを原料としたレモン
加工商品の製造・販売事業 10,000 10,000 百十四銀行

・耕作放棄地の増加
・農業従事者の減少

・地元レモンを活用したリキュールの製造、
販売
・レモン観光農園を整備し、収穫体験を実
施

・地域ブランド化
・交流人口の増加
・雇用増（加工、販売）

　②　林業関連事業　１事業

9 熊本県 南関町
「竹の総合利用」と「竹の高付加価値
化」による地域創生事業 50,000 64,000 熊本銀行 ・放置竹林の増加

・竹を伐採・収集し、表皮や幹材は加工素
材原料として出荷
・残りの枝葉はチップ化し、バイオマス燃料
として出荷

・放置竹林の減少
・新産業の創出
・雇用増（竹伐採、収集、加工）

　③　水産業関連事業　１事業

10 滋賀県 彦根市
琵琶湖の恵み：湖魚の食文化の発信
を通じた彦根市の地域活性化事業 11,300 12,000 滋賀銀行

・中心市街地の空き店舗の増加
・漁業従事者の減少

・中心市街地の空き店舗を改装し、琵琶湖
の湖魚である鮎の料理を提供する集客拠
点を整備

・交流人口の増加
・中心市街地の活性化
・雇用増（調理、販売）

団体名

参考 
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地域経済循環創造事業交付金　交付決定事業　（一覧）
（金額単位：千円）

事業名 交付申請額 融資予定額 金融機関 課題 事業化 公益的効果

　④　畜産業関連事業　３事業

11 北海道 根室市
北海道型大規模養鹿システム確立事
業 40,000 10,000 北洋銀行

・エゾシカによる農林水産物被害
・小規模養鹿施設での生産コスト高

・遊休地などの自然に近い環境で大規模
な一時養鹿場を整備し、囲いワナで捕獲し
たエゾシカをストレスのない高品質な食肉
として提供

・エゾシカによる主力産業（昆
布干場）への被害減
・地域ブランド化
・雇用増（養鹿管理）

12 滋賀県 竜王町
地域との連携による牧場経営の多角
化を通じた滋賀県竜王町の地域活性
化事業

10,000 10,000 滋賀銀行
・酪農経営の悪化
・アウトレットの集客を町内への周遊
ルートに組み込めていない

・牧場敷地内に近江牛や地元農産物を活
用した飲食拠点スペースを整備し、町内の
周遊を促進
・田んぼのオーナー事業（田植え～収穫ま
での体験）を実施

・酪農の経営安定化
・交流人口の増加
・雇用増（運行、営業）

13 兵庫県 養父市
八鹿豚を活用したファミリーサポート・
カフェ事業 10,000 10,000 但馬銀行

・地域コミュニティ機能の弱体化
・地元食材を提供する施設不足

・地元ブランド豚「八鹿豚」を中心に、地元
生産の食材を活用したコミュニティ飲食施
設を整備し、地域交流拠点を創出

・地域コミュニティ活性化
・交流人口の増加
・雇用増（調理、販売）

　⑤　廃棄物関連事業　２事業

14 香川県
廃ガラスビンのリサイクルによる
「スーパーソル（軽石）」製造販売事
業

50,000 140,000 百十四銀行
・地域から排出される廃棄物（廃ガラ
ス瓶）の処理コスト

・再資源化できなかった廃ガラス瓶を原料
としたスーパーソル（軽石）を製造し、土木
資材や農業用土地改良材として販売

・未利用資源の活用
・廃棄物処理コスト減
・雇用増（選別・製造・運搬）

15 鹿児島県 大崎町
リサイクル率８年連続日本一の大崎
町と取り組む地域と人に優しいプラス
チックマテリアル事業

50,000 30,000 鹿児島銀行
・農業用ポリエチレンフィルム（農ポ
リ）の処理コスト
・廃校跡地の未利用

・使用後の農ポリを活用し、再生ペレット
（樹脂）に加工、販売
・廃校跡地のプールを活用し、廃農ポリを
洗浄

・未利用資源の活用
・廃棄物処理コスト減
・雇用増（製造ライン）

　⑥　観光関連事業　２事業

16 山形県 戸沢村 最上峡芭蕉ライン観光開発事業 35,000 30,000 山形銀行
・高齢者や外国人観光客の受入体制
が不十分
・観光客の減少

・舟下りの客席をイス・テーブルに改修し、
受入体制を整備
・そばや川魚など地域の食文化を提供す
る拠点を整備

・交流人口の増加
・地元農産物の販路開拓
・雇用増（運航、販売）

17 岐阜県 郡上市 長良川鉄道観光列車整備事業 42,000 18,000 八幡信金

・通過型観光から滞在型観光への転
換
・定期利用収入の減少に伴う地元鉄
道の経営悪化

・既存列車を改装し、地元農産物を活用し
た食事を提供する観光列車に改装

・交流人口の増加
・鉄道経営安定化による地域
住民の交通手段の確保
・雇用増（運行、営業）

　⑦　機械産業等関連事業　１事業

18 岐阜県 関市
車体傾動機構を搭載した次世代作業
支援ロボットモビリティの製造開発 32,980 14,000 十六銀行 ・地域産業の衰退（自動車部品）

・地元の大学や研究所と連携して開発した
遠隔作業支援ロボット（人力では難しい作
業支援）の製造、販売

・新産業の創出
・地域自動車部品産業の販路
開拓
・雇用増（製造ライン）

合計 555,924 537,450

団体名



地域経済イノベーションサイクルの仕組み(地域経済循環創造事業交付金) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

将来にわたる 
キャッシュフロー 
の確保見通し 

 ①地域金融機関 
による融資可能額 

 
（地域の資金） 

事業立ち上げの 
初期投資支援 

 
地域経済循環 

創造事業交付金 

事業者の 
自己資金 

産学金官地域ラウンドテーブル 
～それぞれの強みを活かして連携～ 

「産」 
 事業者 
 
「学」 
 大学等 
 
「金」 
 地域金融 
 機関 
 
「官」 
 自治体 
 （国） 
 
 

ビジネスモデル 
（イノベーション） 

＝ 企業家精神 
  柔軟性 
 
＝ ノウハウの蓄積 
 （理論化・ケース 
 メソッド化） 
 
＝ 事業の目利き、 
  事業継続のリスク 
  マネジメント 
 
＝ 立ち上げの 
  初期投資支援 
  1回限り（呼び水） 

地域の資源 
 

大学等のノウハウ 

初期投資 地域での事業立ち上げ 

②地域の雇用 
 
③地域の原材料 

地域経済への 
波及効果 

④税収等の創出 
 

（財政健全化） 

地域金融機関の 
資金回収 

 
地域の資金 
の有効活用 

相当程度の税引前営業利益 

地域経済循環 
創造事業交付金 
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             先行モデルにみる効果実証      ローカル10,000プロジェクトの推進 
                       （地域経済循環創造事業交付金）  ［交付予定額72.4億円 交付対象215事業］ 
  ① 投資効果        ２.１倍 （初期投資見込額 150.1億円）   
  ② 地元雇用創出効果    ４.３倍 （地元人材雇用見込額（想定7年）309.6億円） 
  ③ 地元産業直接効果    ８.４倍 （地元原材料費見込額（想定7年）608.4億円） 
  ④ 課税対象利益等創出効果 ３.６倍 （課税対象利益等見込額（税引前営業利益＋減価償却費相当）（想定7年）258.4億円） 
  ⑤ 地域課題解決効果    廃棄物等の商品化、一次産品等高付加価値化、地元資源活用にぎわい創出、流出資金域内還元 

地域への貢献 
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