
ローカル10,000プロジェクト 事業一覧

【連絡先】
地域力創造グループ地域政策課
住所：〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
電話：03-5253-5523
FAX  ：03-5253-5587
E-mail：chisei@soumu.go.jp



平成２８年度交付決定事業

【北海道】

団体名 事　業　名 交付決定額（千円） 事　　業　　概　　要

真狩村
洋食レストランの開業による真狩村産
野菜等のブランド化

2,000
・農園に隣接するレストランを開業
・農業体験に加え、地元食材を使用した飲食サービスを一体的に提供する体
験型観光の実現

足寄町
地熱を利用した単一イチゴ品種での周
年栽培確立事業

25,000
・地熱エネルギーを活用したハウス内の温度管理システムを導入
・四季成りの新品種であるイチゴを、地熱を活用したハウスで周年栽培し、通
年供給を実現

美唄市
地域資源を活用したスノーフードブラン
ド化推進事業

40,000 ・地域資源である「雪」と独自の「利雪技術」を活用し、地元農産物の貯蔵施
設及び加工施設の建設
・貯蔵施設は食品加工会社等に賃貸し、加工施設は、雪低温乾燥の機能に
より付加価値を高め、スノーフード加工食品等の開発・販売

中川町
エゾシカを有効活用した「イノチヲツナ
グ」地域循環創造事業

25,000
・遊休施設である旧保育所を活用し、エゾシカ肉の解体処理・加工場を整備
し、ペットフードの製造・販売
・北海道初となるなめし工場を併設することによる革製品の加工・販売

上士幌町
廃校利活用の菓子工場における地元
原材料の活用と都市と農村の交流促
進事業

19,300
・廃校となった校舎を民間企業が工場として利活用し、地場の原材料（牛乳
（バター）、小麦）を使用したおみやげ用焼菓子の製造・販売

【岩手県】

団体名 事　業　名 交付決定額（千円） 事　　業　　概　　要

西和賀町
地鶏の外食産業用パック商品の開発・
販売事業

25,000

・と畜・加工処理施設を導入し、地鶏の生産・出荷体制を確立

岩手町
岩手県産「放牧仕上げ短角牛」を活か
した無添加牛肉加工品の開発・販売と
ブランド構築事業

40,000 ・地域の畜産農家や町と連携し、「いわて短角和牛」を使用した高付加価値の
新商品の製造販売
・加工販売施設を整備し、一頭買いを固定価格で行い、畜産農家の収入の安
定化と生産拡大を図る

国 費 1,500

地方費 500

国 費 18,750

地方費 6,250

国 費 18,750

地方費 6,250

国 費 26,666

地方費 13,334

国 費 18,750

地方費 6,250

国 費 14,475

地方費 4,825

国 費 26,666

地方費 13,334
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【山形県】

団体名 事　業　名 交付決定額（千円） 事　　業　　概　　要

大石田町
地場産農産物を活用した地域活性化
事業

21,000
・アクティブシニア層を雇用し、尾花沢スイカと自然薯の生産・販売
・食品加工施設の整備

小国町 小国町きのこ産業づくり事業

23,600
・きのこ菌床・原木の製造施設の整備
・「天然きのこ受注センター」を設置し、天然きのこの受注販売

最上町
森林資源フル活用による地域経済循
環拠点施設構築事業

40,000

・町営施設や民間バイオマス発電所に供給する木質チップ製造設備の導入

【新潟県】

団体名 事　業　名 交付決定額（千円） 事　　業　　概　　要

見附市
もみ殻ストーブ活用による農業副産物
循環型事業

4,000
・もみ殻の焼却熱を利用した温室ハウスでの野菜栽培
・焼却の副産物である燻炭も有機肥料として販売

【長野県】

団体名 事　業　名 交付決定額（千円） 事　　業　　概　　要

下條村
地元廃棄りんごを利用したシードル製
造による一次産品の高付加価値化

7,500
・規格外りんごを使ったシードル（りんごのアルコール飲料）の製造するため、
醸造施設を整備

【福井県】

団体名 事　業　名 交付決定額（千円） 事　　業　　概　　要

勝山市
日本一の恐竜のまち（勝山市）におけ
る周遊観光促進事業

30,000
・恐竜博物館前に官民共同で便益施設・観光交流センターを整備
・軽飲食の提供や物販、周遊観光の企画・実施を行い、観光客の市内周遊を
促進

国 費 15,750

地方費 5,250

国 費 15,733

地方費 7,867

国 費 2,000

地方費 2,000

国 費 3,750

地方費 3,750

国 費 30,000

地方費 10,000

国 費 20,000

地方費 10,000
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美浜町 若狭美浜町民間施設観光拠点化事業

37,000
・官民が一体となって若狭エリア全体の魅力を発信するため、民間のドライブ
インを観光拠点施設へリノベーション
・地域産品である海産物・農産物・地ビール等を提供し、地域の魅力を発信

【岐阜県】

団体名 事　業　名 交付決定額（千円） 事　　業　　概　　要

多治見市
映像コンテンツを活用したエンターテイ
メント型レストランの運営によるにぎわ
いづくり事業

25,000
・映像コンテンツ（プロジェクションマッピング）を活用したエンターテイメント型
レストランの整備（中部エリア初）
・陶磁器やタイル、農畜産物などの地域資源を活用したレストラン運営
・映像を学ぶ学生によるコンテンツ制作や大学・飲食店とコラボした先端的レ
シピ開発を継続実施

各務原市
地元の「特産ニンジン」と「学生アイデ
ア」でつくる新たな「菓子ブランド」確立
のための戦略事業

25,000
・地元の大学生と共同で、地元特産物の各務原ニンジンを使った和菓子ス
イーツを開発し、地域名産品の販売拠点として新店舗を設置
・新店舗の内装や商品のレイアウト、ロゴ作成やプロモーションなど、事業展
開に大学生の意見をふんだんに活用した地域初の取組

【兵庫県】

団体名 事　業　名 交付決定額（千円） 事　　業　　概　　要

神戸市
道の駅を拠点とした地域創生・活性化
事業

40,000
・地元農産物の直売・加工販売拠点、地域観光情報の発信拠点として、道の
駅を整備・運営

豊岡市
未利用資源の加工による高付加価値
化と観光施設の設置による消費拡大
事業

7,200
・規格外農水産物を使用した加工品（水産物の燻製、野菜チップス等）の製造
・地ビール工場をリニューアルし、工場見学・加工品販売による観光客の満足
度の向上

豊岡市
雪室を利用した地元野菜の通年出荷
事業

11,000
・市内農家に対する減農薬野菜の生産委託を行いつつ、「雪室」の整備
・地元農産物の長期保管と、学校や他地域に対する通年販売

豊岡市
豊岡鞄の直販による着地型観光の創
出と産地及び豊岡鞄の知名度向上事
業

19,000 ・国内外から多数の観光客が訪れる温泉街に、地元食材を使ったカフェと革
小物製作体験教室を併設した、地域ブランド「豊岡鞄」の直販施設を整備
・店内のデジタルサイネージにより、かばんの産地としての歴史や製作工程
等の映像・情報を発信

国 費 4,800

地方費 2,400

国 費 20,000

地方費 20,000

国 費 18,500

地方費 18,500

国 費 20 000

国 費 7,333

地方費 3,667

国 費 25,000

国 費 25,000

国 費 12,666

地方費 6,334

国 費 20 000

3



豊岡市
地元の観光資源と一次産業を活かし
た新しい練り製品の開発と豊岡産海
産物のブランド化事業

13,500
・地元産の魚や野菜等を原材料とした新たな練り製品の開発・販売
・漁期が限られている旬のトビウオや地元産の野菜等を、急速凍結機を導入
し、年間を通じた製品化

朝来市
耕作放棄地を活用した水稲事業と地
域農産品の仕入拡大による地域農業
活性化事業

22,419
・食品加工工場を増設し、地元農産物（米、岩津ねぎ）を活用した新商品の製
造・販売
・加工品の製造過程で発生する廃棄物を肥料として活用

朝来市
農業を核とした観光プログラムの提供
と地域農産品の販売促進による朝来
市内の観光活性化事業

7,161
・道の駅に、特産品（但馬牛）の加工食品販売施設と観光農園関連施設を整
備
・団体客や家族連れに農作業・料理等の体験型観光プログラムを提供

養父市
海外進出を目的とした地域資源活用
グルテンフリー工房新設による地域活
性化事業

25,000
・トレンドになりつつあるグルテンフリーに対応したスイーツ等の工房を整備
・地域特産品を活用した加工品を国内外に向けて製造・販売

養父市

新たな水耕栽培システム「小規模密閉
型屋内野菜生産場」の普及による、耕
作放棄地再生と新たな農業形態の実
践

25,000
・小規模・密閉型の屋内野菜生産施設（植物工場）を整備し、安全・安心な野
菜の生産・販売
・植物工場キットの販売

養父市
養父市の耕作放棄地を再生・活用した
にんにくの産地化と６次産業化の展開

25,000 ・耕作放棄地を借り受け、にんにく栽培を実施しながら、個人生産者にも栽培
ノウハウを提供し生産を促進
・加工処理センターを整備し、通年の出荷体制を確保し、にんにくの一大産地
化を推進

佐用町

環境自動制御技術とウルトラファイン
バブルを活用した次世代農業モデル
事業の確立と就農人材育成事業の実
践

40,000 ・廃校になった中学校の跡地に、糖度の高いトマトの生産するため、温度や湿
度、水や光を自動制御可能な次世代農業モデルプラントを設置
・ハウス内環境の自動制御技術や高濃度溶存酸素水を使用した栽培技術を
パッケージ化し、町内の横展開、新規就農者の拡大を図る

【奈良県】

団体名 事　業　名 交付決定額（千円） 事　　業　　概　　要

天理市
新天理駅前広場「食と旅の拠点施設」
整備事業

30,000 ・駅前広場に「食と旅の拠点施設」を整備
・地元農産品を中心とした飲食の提供
・自転車販売・レンタサイクルといった周遊手段と観光コンシェルジュによる観
光情報を一体的に提供

国 費 26,666

地方費 13,334

国 費 16,666

地方費 8,334

国 費 16,666

地方費 8,334

国 費 4,774

地方費 2,387

国 費 15,000

地方費 15,000

国 費 14,946

地方費 7,473

国 費 9,000

地方費 4,500

国 費 16,666

地方費 8,334

国 費 20 000
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【島根県】

団体名 事　業　名 交付決定額（千円） 事　　業　　概　　要

海士町
島暮らしを楽しみ、移住・定住につなげ
る島のロングステイ事業

24,000
・ロングステイを嗜好するインバウンド客や人材派遣業にともなう長期滞在者
に対して、空き屋を改修し、レンタルハウス又はシェアハウス事業を展開

【徳島県】

団体名 事　業　名 交付決定額（千円） 事　　業　　概　　要

県
地域農産品を活用した徳島ならではの
地域循環型ビール連携事業

40,000
・農業者・飲食店との連携による地元農産物を活用したオリジナルビールのＯ
ＥＭ生産
・お土産としても販売できる常温流通可能なビールの醸造設備を導入

【熊本県】

団体名 事　業　名 交付決定額（千円） 事　　業　　概　　要

山鹿市
大規模周年無菌養蚕プラントを活用し
た新たな高機能・高付加価値シルクビ
ジネスモデルの構築

39,300
・大規模養蚕施設を活用した高機能・高付加価値の「遺伝子組換えカイコ」の
ビジネス展開
・組換えカイコの飼育に適した桑葉加工・飼料調整等の設備機器の導入

人吉市
「国産きのこ（きくらげ）菌床」の一大産
地化による地域経済循環創造事業

40,000 ・きのこ（きくらげ・しいたけ）菌床を培養し、地域の生産者へ販売を行ってきた
事業者が、きのこの栽培棟を設置し、生産者の育成を図りながら、きのこの栽
培・販売にも取り組む
・きのこを使った加工食品についてもOEMにより生産

【鹿児島県】

団体名 事　業　名 交付決定額（千円） 事　　業　　概　　要

志布志市
加熱・非加熱の冷凍チルド商品製造を
行う水産加工場新設事業

12,000
・地元水産物（天然ハモ・カンパチ等）の出荷等を行っている事業者が、水産
物の冷凍チルド商品を製造する新工場を建設
・人手不足に悩む取引先スーパーに対して、惣菜製造代行サービスを提供

長島町
地域資源（ブリ・カンパチ・イワシ）を活
かした加工食品による付加価値増大
事業

4,500 ・水産加工場を整備し、有効活用されていない地域資源（やせブリ、カンパ
チ、イワシ、雑魚）の加工・販売
・未利用魚・低利用魚を調達し、商品価値を高めつつ、首都圏のデパート・飲
食店・個人消費者等へ販路を開拓

国 費 20,000

地方費 20,000

国 費 26,200

地方費 13,100

国 費 26,666

地方費 13,334

国 費 8,000

地方費 4,000

国 費 18,000

地方費 6,000

国 費 3,375

地方費 1,125

国 費 20 000

国 費 20 000

国 費 20 000

国 費 20 000
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平成２４年度～平成２７年度交付決定事業

【北海道】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

道
エゾシカ製品オリジナルブランド化推
進事業

40,280
・エゾシカ肉の安定的流通ルート構築
・観光拠点としても活用する一時飼養施設の整備や小売店舗等の設置

函館市
里海（さとうみ）循環創造事業（函館昆
布における高付加価値化と活性事業）

50,000 ・函館産昆布を粉末化できる工場を整備し、加工品を製造・販売

夕張市
地域資源「ズリ」の活用による夕張再
生エネルギー創出事業

50,000
・旧炭鉱で採炭され不要な土砂として廃棄された「ズリ」を、水選炭工場を整
備することで調整炭として製造
・国内火力発電用等へ販売

網走市
オホーツクの食を体験できる新たな観
光拠点「網走番屋・オホーツクマルク」
設置・運営事業

44,945 ･地元産品を扱う拠点、地元食材を体験できる施設の整備

芦別市 チップ製造事業 33,000 ・間伐材をチップ化する粉砕機やストックヤードを整備し、製造・販売

江別市
江別市地域経済循環創造事業～豊富
な資源で「麦の里えべつ」を活性化～

45,000
・品質を維持するための小麦専用の貯蔵施設を整備し、研修室の新設による
小麦を利用した商品の製造

江別市

自然の力に感謝する思いを込めて全
天候型センターハウスの設置及び「自
然の中のおもちゃ箱」をテーマとしたグ
リーンツーリズム施設

50,000
・グリーンツーリズム（農作業体験施設）に全天候型のセンターハウスを整備
し、地元農家と連携した農産物の直売所や動物とのふれあいの場を整備

江別市 歴史的れんが建造物保存活用事業 50,000
・地域の魅力発信基地として、レンガ建造物の改修保存と併せて、地場産品
の物販施設を中心としたテナントを整備

江別市 北海道産・江別産大豆循環創造事業 15,000
・豆腐製造ラインの導入し地元産大豆を活用した加工品の製造・販売
・「ヘルシーＤｏ」認定によるブランド化

三笠市 高等学校寄宿舎建設事業 50,000
・市立高校として再スタートする三笠高校に遠隔地から通学する生徒の寄宿
舎を整備
・調理師コースなどを有する学校の特色を活かし地元食材を使った商品開発

根室市
北海道型大規模養鹿システム確立事
業

40,000
・遊休地など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
獲したエゾシカを高品質な食用肉として加工・販売

石狩市 地域林材カスケード利用推進事業 36,300
･間伐材→木質チップ→オガ粉→きのこ菌床製造
・栽培後の廃菌床→公共施設のボイラーの燃料

仁木町
余剰資源を活用した高付加価値製品
の製造・販売

33,671
・規格外農産物（リンゴ、トマト等）を活用するドライフルーツなど果菜加工品
の製造工場を整備
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南幌町
北海道産大麦若葉を原料とした大麦
若葉エキス末「青汁」製造工場の新設

50,000
・廃校跡地の体育館を工場に改修し、北海道産大麦若葉を原料とする健康食
品｢青汁｣の乾燥粉末を生産、販売

新冠町 日高エゾシカ総合センター整備事業 40,000
・有害鳥獣駆除として捕獲されたエゾシカ肉を活用し、ペットフードを製造する
加工施設を整備

中標津町
地元産魚介類、乳製品などの地域資
源を活用した付加価値提供型の地域
経済活性化事業

50,000

・窒素技術を活かし、酸化による鮮度劣化を防止する設備を魚市場に導入
し、鮮魚の販路をアジア圏に拡大
・地元産チーズ製造の際に生成されるホエーを活用したホエー付け干物の製
造販売

【青森県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

青森市
ナマコ加工廃棄物を活用した地域経
済活性化

50,000
・ナマコ加工廃棄物を活かすため、機能性成分の抽出・精製設備を整備
・機能性成分を活用した石けん等の自社製品の製造・販売

中泊町
中泊町の名水ブランドを活用したワサ
ビおよび飲料水の製造販売事業

31,000
・豊富な地下水を活用するため、ボックス式水耕栽培のわさび栽培地を造成
し生産
・ポンプを併用し飲料水も製造

【岩手県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

久慈市
地中熱を活用した夏イチゴ栽培による
地域経済循環促進事業

21,350
ハウス施設を整備し、冬場は地中熱を、夏場はヤマセ（偏東風）気候を活用
することで温度管理を調整し夏イチゴを栽培

久慈市
ハウス内環境制御と木質バイオマスエ
ネルギーを活用した菌床しいたけ栽培
による地域経済循環創出事業

40,000
・栽培ハウスを整備し、木質バイオマス熱供給を活用した菌床しいたけの栽
培、出荷
・ＩＣＴシステムを導入し、ハウス内の温度・湿度・CO2濃度を制御

西和賀町
確かな利用と豊かな森林を生かす意
欲とやる気（木）がもたらす地域経済循
環創造事業

23,674 ･運搬車を導入し、木材チップを町内施設に販売

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

15,508
・町特産品のわらびを生産するほ場を造成
・加工機械等の導入により、わらび餅に加工し製造・販売

【宮城県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

気仙沼市
木質バイオマス燃料材収集拠点整備
事業

50,000 ・原木や木質チップ販売のため、燃料用木材の収集拠点を整備

登米市 飼料自給率向上プロジェクト 37,160
・糞尿とおがくずを混合した堆肥を生産するための堆肥舎の整備
・飼料米やトウモロコシを使用した飼料生産設備の導入

蔵王町 蔵王町資源循環型炭化鶏糞供給事業 49,398
・鶏糞を炭化処理することで悪臭を軽減し、有機肥料として製造できる加工場
を整備
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【秋田県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

県
秋田の農林漁業・食品産業プロデュー
ス事業

46,000
・秋田県産の農畜産物を活用した菓子の新商品開発拠点施設を整備
・県産の農畜産物や加工品のマーケティングや販路開拓も実施

秋田市 旧料亭・松下亭リノベーション事業 19,240
・秋田駅徒歩圏内の立地を活かし、料亭であった空き家を改修して、伝統文
化であるあきた舞妓の演舞鑑賞を提供する空間を創出
・県内の酒蔵が出張し、定期的に日本酒をＰＲする場を提供

大館市
温泉水を活用した「雪沢温泉どじょう」
創出事業

17,961 ・温泉地という地域特性を生かし温泉水を利用した養殖池を整備

大館市
地元石材「十和田石」の端材を活用し
た土壌改良剤「ヒナイグリーン」の生産
拡大事業

25,000
・生産ライン等を整備し、十和田石の端材を活用し、粉砕・乾燥・整粒した農
業用土壌改良材の商品化（十和田石に含まれるミネラル成分が土壌中で微
生物の活性を高める効果）

男鹿市
男鹿半島観光業リーディングプロジェ
クト

50,000
･旅行者ニーズに対応した宿泊施設の改修（バリアフリー化や地元食材を提
供するダイニングの設置）

にかほ市
奥の細道最北端「鳥海山エリア」滞留
型観光地域経済活性化事業

50,000
･従来型週泊施設（複数が同室に泊まる形態）を見直し、客層に合わせた個
人向け宿泊施設の整備

【山形県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

寒河江市

寒河江市中心市街地ミニシアター等整
備事業～「ﾐﾆｼｱﾀｰ」×「地産地消ﾚｽﾄ
ﾗﾝ」×「中心街ﾏﾙｼｪ」によるにぎわい
創出事業～

32,000
・繊維会社が工場をリノベーションし、そのファッションイメージを活かして行う
ミニシアターの上映や地元食材を活用した飲食事業を展開

上山市
登録有形文化財である山城屋を活用
した県産ワインと地産地消の飲食施設
を核とした複合施設整備事業

2,217

・H22に廃業した旅館を改修し、山形県産ワインや地元食材を活用した飲食事
業を展開
・市が取り組む｢クアオルト事業｣（健康保養地づくり）とタイアップし、ウォーキ
ング回遊拠点として位置付け

尾花沢市 十分一・大正ろまん館の整備 50,000
・地元農産物の直売所や加工販売施設等の複合施設を駐車場と一体的に整
備

尾花沢市
日帰り温泉施設内での、産直市場が
併設された地元食材カフェテリア事業

12,000
・新たに市街地に立ち上げた日帰り温泉施設にカフェテリアコーナーを整備
し、尾花沢スイカを活用したスムージーを商品化し、製造販売

南陽市
木質バイオマス燃料製造から広がる、
異業種連携による循環型地域資源有
効利用システムの構築事業

39,222
・木質チップ製造工場を整備し、市内熱利用向け施設に供給
・木質チップボイラーの販売、工事、保守点検等をセットで担い、品質責任を
明確化

金山町
最上地域木質バイオマス安定供給事
業

30,000 ・移動式チップ生産設備を導入し、林地残材等を活用した木質チップを生産

最上町
未利用バイオマスを活用した新たなビ
ジネスによる地域経済循環創造事業

23,200
・エネルギー事業者と農業法人が連携し、地域暖房の燃料として供給する木
質燃料用ペレットやもみ殻固形燃料の製造プラントを整備
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戸沢村 戸沢村観光振興(温泉施設再開）事業 50,000
・H23年に廃業となった旅館を改修し、最上川を中心とした既存観光資源を再
構築

戸沢村 最上峡芭蕉ライン観光開発事業 35,000
・最上川観光の充実のため、観光船の更新や船乗り場を改修
・魚つかみやバーベキュー、そば打ち体験などを提供する観光・飲食施設の
整備

小国町
小国町産天然山菜のブランド化強化
及びその差別化加工食品の開発及び
販路開拓事業

50,000

・地域住民が採集した天然山菜（わらび、ぜんまい）を活用すため加工場を整
備
・近隣の学校と連携して調理法やメニュー開発を行い、調理済み商品に加工
し販売

【福島県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

会津若松市
「動脈・静脈複合型物流拠点整備によ
る未活用地域資源の有効活用推進な
らびに地場産業競争力強化事業」

40,666 ･裁断機等の機材を導入し、古紙等の不要品を引き受け、再生品として販売

白河市
白河市産農産物地域経済循環創造事
業

50,000
・集荷した野菜の検査から加工、梱包まで徹底した品質管理を行う工場を整
備し、地元食材を活用した商品（高齢者向けのソフト食材）を販売

喜多方市 ケナフを活用したエコマテリアル事業 37,000
・遊休農地を活用してケナフを栽培し、バイオプラスチック原料であるパルプ
等を生産できるプラントを整備

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
・廃棄物として処理していた低品位再生資源を資源化するリサイクル機械を
導入

【栃木県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

県
栃木県産二条大麦を広く食品として普
及させるプロジェクト

16,200
・規格外二条大麦を活用し、麺等の加工品として製造・販売する製粉設備を
導入

茂木町
茂木町地域循環型シイタケ生産プロ
ジェクト

42,000
・菌床方式によるシイタケ栽培システム構築のための栽培施設の整備
・菌床ホダ木の製造

【群馬県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

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
・近代化遺産をつなぐため、産学官民連携プロジェクトで開発された「低速電
動コミュニティバス」を導入
・古民家を購入・改修し観光案内所の整備

榛東村
榛東村エネルギー・地域力循環創造
事業

32,800
・家庭用廃食油を製油するプラントを整備し、事業用燃料として活用
・低乾燥機を導入し、地元野菜等をドライ化し、生地に練込んだパン等を製
造・販売
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【埼玉県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

秩父市
秩父産葡萄を活用したワインの製造
販売と農家レストランの展開による地
域需要創造事業

50,000
・地元ブドウ100％で醸造するワイナリーを整備
・ワイン販売のほか、地元農産物を使用した農家レストランも運営

秩父市
新たな“カエデ糖”商品普及のための
シュガーハウス設置事業

17,213
・カエデ樹液を活用した新商品の製造販売、飲食の提供などを行う拠点施設
を開設
・事業継続を通じて、カエデの植林に還元

東松山市 クラフトビール・ツーリズム 50,000
・地元農家による原材料（麦、ハーブ等）を活用した地ビール工場を整備
・工場見学や農作物直売所（ファーマーズマーケット）と組み合わせて観光拠
点化

【千葉県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

大多喜町 椎茸菌床栽培確立事業 28,000 ・ハウス施設を整備し、菌床によるしいたけ栽培方法を確立

【東京都】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

町田市
まちだ式栽培システムを活用した農業
とアグリビジネスに関する地域資源循
環の創造

40,000
・研究開発成果を踏まえた水耕栽培装置によるメロン栽培の実用化
・生産者育成のため、研修機能を有する新温室の整備

【神奈川県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

小田原市
地域資源（小田原蒲鉾）活用新サービ
ス事業

2,000
･メーカーの枠組みを超えた情報発信拠点として地元かまぼこ業者による協
同店舗での販売

小田原市
地域資源（小田原木製品）活用新サー
ビス事業

1,801
･メーカーの枠組みを超えた情報発信拠点として地元木製品業者による協同
店舗での販売

【新潟県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

長岡市
枝葉の焼却により発生する熱源と電気
を利用した完全管理型の野菜水耕栽
培事業

15,000
・収集した廃棄枝葉が燃料となる発電装置の整備に併せ完全管理型の水耕
栽培ハウスも整備し、熱源と電気を利用し野菜（レタス）を栽培

長岡市
規格外野菜等の未利用廃棄食材の再
加工による年間食材利活用事業

9,500
・規格外の地元野菜（越路にんにく、神楽南蛮（とうがらし）等）を活用する
ディップソースの製造機械設備を整備
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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
・加工施設を整備し、地元産米を米粉化し、アレルゲン原材料を使わない米
粉クッキーの製造・販売

長岡市 マンマサポートプロジェクト長岡事業 10,000

・企業に対して預かり保育機能を提供し、従業員に対して子育てコンシェル
ジュ機能（入園相談、育児支援等）を提供
・厨房機器等を整備し、地域農家と連携し、離乳食・アレルギー食対応の惣菜
製造販売

三条市 地域木質バイオマス循環利活用事業 30,000 ・間伐材等を活用する木質ペレットや薪の生産施設を整備

五泉市 水がつなぐ地域の力事業 29,960
・ボトリング工場を整備し、市内の湧水を活用したミネラルウォーターの製造・
販売
・障がい者福祉施設と連携した水関連商品の開発

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
・地元産クラフトビールや地域食材を地場産業の陶器食器で提供するダイニ
ングレストランの整備

佐渡市
地元で栽培される米を原料とした機能
性米粉の開発と米粉を使った加工品
の製造、販売事業

40,000
・製粉製造設備等を導入し、耕作放棄地で栽培した米粉用の米を活用し、食
後血糖値の上昇を抑える機能性米粉等を製造、販売

津南町 津南町地域経済循環創造事業 50,000
・ボトリング工場を整備し、町内の湧水を活用しミネラルウォーターの製造・販
売

【富山県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

魚津市 「エコふぁーむ魚津」創造事業 35,000
・市の主要産業である水産加工業から出る蟹ガラなどの廃棄物を発酵・乾燥
させ肥料化するプラントを整備

南砺市 南砺エコビレッジ創造事業 10,000
・合併旧町村の特産品を組み合わせた新たな特産品を開発
・移動販売車を導入し販売と情報発信

【石川県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

輪島市
輪島門前地区でブドウの栽培からワイ
ンの製造販売まで行う６次産業化モデ
ル事業

47,400

・耕作放棄地を活用し、ミネラル分を多く含んだ土壌を活用したワイン用ブドウ
を栽培
・ワイナリー整備によりワインを製造・販売
・輪島塗を用いたグラス商品を併せて開発

輪島市
世界農業遺産を未来につなぐ里山再
生支援事業

50,000
・木質バイオマス燃料工場の開設と林業施業機械（ホイールローダー、グラッ
プル）の導入
・チップくずを畜産農家の家畜の床敷に活用
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【福井県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

県
中央卸売市場を活用した福井県農産
物「新物流構築」事業

15,000
・中央卸売市場内に直売所を開設
・生産者と作付状況をネットワーク化し、市場に出回りにくい県産野菜を農家
から直接集荷し、直売所で販売

県
カーボンニュートラル素材を使用した
低コストな獣害保護材の企画製造販
売事業

50,000
・地場産業でもある繊維技術を活用し、耐久性、伸縮性、生分解性（ごみとし
て残らない）のある獣害保護材を製造できるよう既存施設を改修

県
福井の農林水産物の高付加価値化商
品開発および新たな販売ルートの確
保

30,000
・｢生産者｣＋｢料理人｣＋｢流通事業者｣が参画するネットワークを形成
・福井の｢食｣の拠点となる施設（調理＋物販）を整備し、地元園芸作物（かぶ
ら、ナス等）を活用した商品を販売

敦賀市
福井県の地元魚介類をメイン食材とす
る飲食と対面販売の複合事業

11,001
・地元の魚介類（越前ガニ、サザエ等）や農産物を販売・調理・提供する飲食
ブースの整備

小浜市
鯖街道の起点として御食国（みけつく
に）食文化を集約した若狭さとうみ観
光プラットフォーム事業

50,000
・｢鯖街道｣日本遺産第１号認定を追い風に、観光魚市場を再整備
・従来型の島型配置を見直し、回遊性ある売場への変革や漁業集落の専用
出店スペースの設置

鯖江市

さばえ菜花米の水稲を中心に大豆、ハ
ウス園芸を加えた農業生産の多様化
による地域活性化と地域ブランドづくり
創造事業

17,000
・大豆、米用の乾燥調整施設を整備
・転作水田を活用し、地元産大豆を栽培

坂井市

小松長生邸古民家再生レストランプロ
ジェクト～福井の食材のブランド価値
向上と外国人誘客による地域経済活
性化事業～

20,000

・古民家（空き家）を改装し、越前ガニや若狭牛等の地元食材を活用した料理
を提供
・国内外のレストラン経営を手がけたオーナーシェフが地元に戻り、これまで
培った技術・ノウハウを地元に還元

【山梨県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

南アルプス市
モビリティサービスにより連携する南ア
ルプス市着地型観光事業

25,700
・モビリティサービス（超小型電動自動車のカーシェアリング）を導入し、域内
での移動が伴う着地型観光商品とセットで提供

北杜市
地域資源と地場農畜産物の融合によ
るサービス提供及び情報発信による
地域ブランド育成事業

50,000
・冬季のスキー客が往来するエリアにおいて、閉店した空き店舗をリノベー
ションし、地元食材を活用した飲食施設を開設
・店舗における生産者情報の発信、生産農家と共同した加工品開発の実施

【長野県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

県
信州山形村産山葡萄ワインの地域ブ
ランド化による地域経済循環効果創出
事業

14,097
・低農薬栽培の山葡萄を、栽培からワイン醸造・販売まで一貫して行えるよ
う、栽培設備や加工・醸造設備を導入
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長野市 みーるんヴィレッジプロジェクト 50,000
・アップルライン再生に向けた観光拠点として、リンゴ等の地元産品を活用し
た飲食、物販事業を展開するドライブイン施設の開設

上田市
子育て中の女性がいきいきと働くため
の環境整備事業

22,500
・空き店舗を改修し、子育て中の女性をターゲットとしたコワーキングスペース
の開設や知育コンテンツ（託児）の展開、キッチンスタジオを整備

長和町 ダッタン生そば・生パスタ販売事業 22,380

・農耕機械を整備することで耕作放棄地等を利用し信濃霧山ダッタンそばを
栽培
・加工施設を改修、製麺機を導入し、そばとパスタを製造
・レストランにパック室・売店を整備し販売

【岐阜県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

県
次世代農業を創造するエアドーム式ハ
ウスを利用した農産物生産及び販売

45,000
・新技術であるエアドーム式ハウスを整備
・多段階水耕システム等の開発や無菌化・無害虫対策により高効率で高品質
な野菜を栽培

多治見市 もみじ農園整備事業 5,203
・耕作放棄地等を活用したもみじ園を整備
・もみじ葉やエキスを原料にした加工商品を製造・販売

関市 次世代ウォーターの開発と製造 10,000 ･科学的根拠のある機能水の生産

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

31,715
・製造設備を導入し、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

羽島市
岐阜羽島のブランドいちご「美人姫」を
生産するいちご農園の観光農園化事
業

9,000
・地域における新たな農業形態のパイロットモデルとして、観光イチゴ園を整
備

可児市
地元産農産物を活用した特産品の創
出及びコミュニティ型カフェの整備事業

50,000

・店舗を開設して、地域で収穫した栗や里芋を活用した栗菓子やスイーツを開
発し、製造販売
・地域のコミュニティスペースを設け、生産者と連携した食育イベント、菓子教
室を開催

山県市 山県市地元アルチザン事業 33,000
・地元産黒ニンニクやこんにゃくなどの農産物を加工・販売できる直売所を整
備
・農業機械を導入し、ニンニクを生産

山県市
やまがたいちご楽園“雅”整備事業（観
光いちご園）

35,000 ･近隣イチゴ園との連携による観光イチゴ園の整備

飛騨市
地域広葉樹の活用による商品開発プ
ラットホーム構築事業

39,150
・ノウハウを持つ外部クリエイタ－等のアイデアと飛騨の匠の技術を融合し、
付加価値の高い商品開発を行う交流拠点を整備
・若手の木工家具職人や大工など作り手へのサービス提供

13



郡上市 長良川鉄道観光列車整備事業 42,000 ・既存列車を改装し、地元農産物を活用した食事も提供する観光列車を整備

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

49,832
・加工施設を整備し、地元産こんにゃく芋や規格外野菜を活用したこんにゃく
製品の製造・販売

揖斐川町
ぎふジビエブランドの普及と商品加工
開発施設事業

21,000
・岐阜大学と捕獲に関する共同研究や新規狩猟免許取得への支援
・ジビエ加工・商品開発施設とレストランを建設し、ジビエ（イノシシ、シカ）を活
用した飲食事業の開業

白川村
新感覚食品乾燥・粉砕技術による粉
末ジュース・保存食品の製造開発

25,000
・規格外農産物（トマト、いちご等）を活用する乾燥野菜や粉状スティックを製
造する加工機械設備を整備

【静岡県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

静岡市
「しずおか型」 放任竹林解消モデル事
業（竹パウダーと下水汚泥を活用した
ブランド堆肥の商品化）

49,950

・住民が伐採した竹から作るパウダーと下水汚泥を混合・発酵させた高機能
堆肥を製造
・同堆肥を活用して耕作放棄地で近郊野菜等を栽培（トマト・ナス・ブルーベ
リー等）
・新東名のサービスエリア等で新たな地元特産物を販売

【愛知県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

美浜町 食と健康の館施設整備事業 7,000
・地元産自然海水塩を使用したソフトクリームの移動販売車を導入し、ＰＲと
販売を実施

岡崎市
岡崎産材を活用した付加価値木材に
よる山間地活性化及び森林保全事業

50,000
・地元木材を不燃木材や塗料を木材に含浸させた耐久性の高い木材へ加工
できる加工場を整備

【三重県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

鳥羽市
健康、伝統をテーマとした「鳥羽マル
シェ」食のしあわせ循環創造事業

50,000
・公設民営型の農水産物直売所を拠点として、農協と漁協が連携し、にぎわ
い創出

多気町
高校生と町と企業が協働する地域資
源利活用製品の創出プロジェクト

50,000
・地元高校と地域産品を原料とするスキンケア化粧品を共同開発
・製造プラントを整備し、高機能スキンケア製品や高機能食品の開発・製造

多気町
三重ブランド「伊勢茶」を活用した地域
経済活性化事業

50,000
・ティーパック生産ラインを整備
・地元高校と連携し、若者の新しい感覚を取り入れたデザイン開発
・茶葉を使用した薬品や健康食品の開発

14



【滋賀県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

県
『忍者コンテンツ（忍ジャガー）を活用し
た滋賀の魅力アップ創造事業』

4,943
・甲賀忍者をモチーフにしたキャラクターによるテレビ番組等の映像制作
・甲賀忍者ゆかりの地をＰＲするコンテンツとして活用

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
・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
飲食施設を整備

彦根市
伝統的町家を活用した「まちやプロ
ジェクト・本町宿」による彦根市の地方
創生事業

11,000
・伝統的町家を宿泊施設に改装し、地産地消の食事と、シニア世代の住民参
画による体験型サービス（茶、作陶等の伝統文化体験等）を提供

長浜市
木質バイオマスボイラーを熱源とした
木製温室栽培による滋賀県湖北地域
のアグリビジネス活性化事業

40,000
・木質バイオマスボイラーを熱源とし間伐材等を躯対に使用した温室ハウスを
整備し、マンゴーを栽培

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
・新たな高収益作物として期待されているこんにゃく芋の流通拠点として、集
出荷・保管施設を整備

長浜市

リージョナル地産地消セントラルキッチ
ンによる新観光拠点創出事業～地域
の総付加価値向上を目指す循環型地
産地消システム～

50,000
・地産地消キッチン（飲食施設併設）を整備し、地域の直売所から食材を調達
し、ビュッフェ形式で提供
・セントラルキッチン方式により、各旅館等に業務用加工食材を供給

近江八幡市
『八幡堀の歴史的建造物を活用した滋
賀県近江八幡市の魅力創出事業』

50,000
・八幡堀沿いの伝統的建造物を改修し、地元食材を提供する販売スペースを
整備

栗東市
 地域産業廃棄物のコークス化による
環境配慮型地産地消燃料普及拡大事
業

40,000
・製造プランを建設し、近畿大学等との共同研究により新規開発した、廃棄バ
イオマス、廃棄プラスチック、繊維くず等の混合原料での新規固体燃料（バイ
オコークス）を製造販売

高島市
地域連携サービスによる高島版着地
型観光の魅力創出事業

25,000
・地域唯一の総合ホテルが中核となり、地域産品を販売するブースの設置な
どレストラン等を改修
・地元飲食店と連携した宿泊プランを提供

東近江市
「湖のくに酒粕チーズケーキ」を軸とし
た滋賀県東近江市の地域ブランド構
築事業

35,000
・障がい者を雇用し、県内６か所の酒蔵の酒粕と日本酒を活用し製造した
チーズケーキは観光庁の「究極のお土産」に認定
・新商品の製造・販売所を整備し雇用拡大

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
・地元産そばの実を原料にしたそばや地元産野菜、紅葉の葉の加工品（おや
き、そば茶等）を製造・提供する飲食施設の整備

米原市
奥伊吹地域資源レクリエーション魅力
アップ事業

50,000 ･スキー場以外の地域の自然資源を生かした事業の展開

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 ・近江牛や地元食材を活用した料理を提供する飲食施設の整備
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愛荘町
「農産物直売所×農業体験施設×地
域交流×社会福祉」の融合による滋
賀県愛知郡愛荘町の好循環創造事業

27,000
・地元農産物の直売、加工所を開設し、地域農産物の情報発信拠点化
・収穫体験した作物の加工体験サービスの提供（ブルーベリージャム等）

【京都府】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

福知山市
資源循環型障がい者就労継続支援事
業

12,982 ・豆腐の生産過程で発生する「おから」を活用する加工・販売施設の整備

福知山市
丹波・福知山の食を体験できる多店舗
型商業施設

30,000 ・地元食材を使用した多店舗型商業施設を整備

京丹後市
加工食品製造を通じた京丹後の地元
農産・地元水産・地元畜産のブランド
化推進事業

27,000
・地元農家や水産事業者、畜産事業者から直接仕入れた地元産物の加工商
品の開発・販売による高付加価値化のため調理設備を導入

京丹後市
京丹後の伝統産業である織物の職人
育成及び市場性の高い織物製品の開
発による丹後織物の伝統継承事業

20,000
・新たな織工程を担う新工場を整備
・次世代の絹織物産業を担う人材の育成を現役職工の雇用確保と併せて実
施し、生産性を向上

京丹後市
京丹後市の生乳を利用した安全・安
心・高品質なヨーグルトの本格製造・
販売事業

11,000
・地元生乳を活用したヨーグルトの生産ラインを増強し既存商品の改良や新
商品開発

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 ・地元米を活用した新たな地酒の開発・製造工場の整備

京丹後市
地域資源を活用したおもてなし体験型
観光事業　～四季型集客を目指して
～

50,000

・夏の海水浴、冬のカニが主力であった「二季型集客」を「四季型集客」に改善
・シルバー世代が求めるプライベートツーリズムに対応した新規宿泊施設の
整備
・外国人観光客の誘客に向けて、漁業関係者との連携による漁業体験等の
新たなアクティビティの組み込み

南丹市
美山の恵みを活用したオール美山の６
次産業化・地域経済循環システムの
構築

25,000 ・地元生乳を使用した加工品の製造設備と販売所を整備

【大阪府】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

大東市
小学校跡地を活用した「大東スタイル」
推進事業

28,000
・小学校跡地を改装し、健康・スポーツ教室やコミュニティキッチン、地元農家
と連携した飲食事業の展開など、地域住民に目を向けたプログラムを提供

能勢町
自然共生型アウトドアパークによる地
域経済循環創造事業

25,000
・跡地の森林に間伐を行い、自然の樹木や地形を活かした自然共生型のアド
ベンチャー施設を開設
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【兵庫県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

県
「竹」から展開する新ビジネス推進事
業

10,000
・粉砕機を導入し、放置竹林の竹を有機土壌改良材（肥料）に変えて販売
・ハウス施設を整備し、土壌改良材を活用した高品質野菜を生産し加工品化
して販売

県
スイーツを通じた但馬各地の地域資
源・地場産品のブランド力強化事業

12,000
・工場に専用設備を導入し、地元農産物のコウノトリ生姜等を活用した高品質
なショコラ等を製造
・豊岡かばんや出石焼を包材として活用

県
淡路島の水産資源を利用した水産加
工品の製造とプロモーション戦略事業

50,000
・加工工場を整備し特殊冷凍機や真空包装機の導入により、流通規格外の
ハモやアナゴ等の加工品を製造・販売
・ＩＴを駆使した販売戦略により販路を確保

県
但馬の水産資源を利用した安全で安
心な水産加工品の製造

10,000
・自動軽量パック機械等を導入し、栄養価は高いものの商品性が乏しかった｢
ジンタン｣（ハタハタの小型魚）等を活用したパック商品を生産、販売
・漁協と城崎温泉旅館組合の連携による食材提供

県
複数の兵庫県地域資源の真空フライ
チップス化事業

25,000
・食品加工装置などを導入し、柿（太秋柿）、いちじく等の規格外未利用資源
を活用し、常温物流、常時販売を可能とする真空フライ技術で製造したフライ
チップスを販売

豊岡市
豊岡産木を使用した"木ブロック”製造
事業

9,000 ･木を着色し、化粧材として活用

豊岡市
地元間伐材を原料とした木質ペレット
を熱源とするトマトのハウス栽培事業

13,000
・木質ペレットボイラーの導入
・栽培用ハウスで冬季・春季のトマト栽培

豊岡市 燻製による地元食材のブランド化事業 34,000 ・燻製技術を用いたブランドの確立による付加価値向上

豊岡市
豊岡の隠れた魅力食材の高付加価値
化事業

12,250
・老舗旅館の調理室を改修
・地元食材（ハタハタ、岩津ネギ、八鹿豚等）を用いた新たな加工品の製造・
販売

豊岡市 城崎温泉おもてなしステーション事業 29,000

・二次移動手段を持たないJR利用の観光客や外国人観光客に対し、バス、タ
クシーと連携した着地型観光商品を販売
・バス案内所を改装し、コンシェルジュ施設や外国人向け有料コールセンター
を設置

豊岡市
コウノトリ育む米粉スイーツ販売の全
国展開

25,000
・製造工場を整備し、環境創造型農業により生産された「コウノトリ育むお米」
の米粉を使ったスイーツを製造、販売

豊岡市
地域資源を活用した和菓子の製造に
よる消費拡大と環境保全事業

17,000
・工場を改修して、コウノトリ育む農法により栽培された餅米や大豆を活用し、
和菓子を製造し、城崎温泉観光客等に販売
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豊岡市
自然共生型のアウトドア施設と地元食
材を提供するレストランによる観光客
の増加と域内循環の拡大事業

22,000
・新たな観光資源として地形を活かしたアスレチック施設の導入するとともに、
閉鎖した飲食施設を再活用し地元食材を提供

豊岡市
自動裁断施設による地元資源を活用
した地域ブランドの構築と鞄製造業の
発展事業

29,000
・自動裁断施設の導入により、地域の裁断・加工需要を受け入れし、地域の
鞄業界のボトルネックを解消

養父市
養父市の間伐材を利用した加温設備
による高糖度トマトの通年での本格生
産と６次産業化ビジネスの展開

17,000 ・間伐材を熱源とする薪ボイラーを利用した高糖度トマトの栽培ハウスを整備

養父市
市内産木質ペレットで生産した完熟イ
チゴによるスイーツ等の製造販売

50,000
・間伐材を活用した木質ペレットボイラーを導入した栽培ハウスを整備し、温
度管理水耕栽培によるいちごを生産
・いちごを活用したスイーツを開発・販売

養父市
養父市の良質な水資源を使用した完
全人工光型植物工場での野菜の生産

50,000
・使用しなくなった工場を完全人工光型水耕植物工場に改修し、地元天然水
を活用した農産物（レタス等）を生産

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
・地元ブランド豚「八鹿豚」などの地元食材を活用したコミュニティ飲食施設の
整備

養父市
中山間地のハチミツ、農産物を活用し
た加工販売事業

12,000
・食品加工用機械設備等を導入し、中山間地の豊かな蜜源（蜜蜂が好む花）
によるハチミツと地域の農作物を活用したドレッシング等を加工販売

丹波市
丹波市野上野（のこの）スターコンテン
ツ(栗・黒豆・小豆）活用拠点施設整備
事業

40,000
・自治会が法人を立ち上げ、丹波栗等の食材を活用した飲食事業や調理体
験事業を行う地域の拠点となる施設を開設

南あわじ市
淡路島・地域活性化の拠点「産直セン
ター」の新設事業

31,950 ・新しい農産物・加工品の研究開発と販売拠点施設の整備

南あわじ市
淡路島産玉ねぎを主体とした地場野
菜の、低菌高風味などの差別化乾燥
野菜加工事業

50,000
・地元生産者と地元企業が合弁企業を設立
・厳しい衛生基準を満たし、かつ高風味に乾燥・殺菌・粉砕加工できる工場を
整備し、淡路島産玉ねぎや余剰農産物を活用した加工品の製造・販売

淡路市
淡路島の水産資源を最大限活用する
ための冷凍・加工施設整備による地域
活性化事業

41,600
・水揚げされたしらす等の海産資源を冷凍加工する施設を整備し、｢しらす丼｣
等の淡路の海産資源を求める観光需要に対応する島内の店舗に提供

宍粟市 森林資源の活用と地域経済の活性化 42,000 ・チッパー導入により、間伐材をチップ化し、木質バイオマス燃料として活用

たつの市 地域循環型醤油粕飼料化肥料化事業 50,000
・特産品である醤油の生産課程で発生する醤油粕を活用する乾燥・発酵肥料
の製造機械等を導入

多可町
耕作放棄地および遊休施設と有害鳥
獣対策を活用してのペットフード製造
販売事業

43,985 ・地元農産物やシカ肉を用いたペットフードを製造する加工場を整備

多可町
ラベンダーの6次産業化とアルツハイ
マー型認知症予防

41,555
・町の観光資源でもあるラベンダーを耕作放棄地等を活用して栽培し、整備し
た加工施設でオイルを精製し販売
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香美町
山陰海岸ジオパークの海洋資源を活
用した観光拠点事業

43,000
・ベニズワイガニ等の海産資源を活用した飲食施設、加工場及び加工体験事
業を一体に集約する施設を整備

香美町
「天空の唐辛子」を活用した辛み発酵
ダレ「唐三」の開発、販売

10,000
・製造工場を整備し、地元米による麹を活用し、唐辛子や醤油を混合し、熟
成・発酵させた辛み発酵ダレを製造販売

【奈良県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

県
短期育苗技術導入による効率的生薬
生産流通拠点づくり事業

50,000
・県産生薬（大和トウキ）の育苗施設を整備し、苗の生産・販売
・収穫された生薬の集荷・加工・貯蔵施設の整備

県
飛鳥・吉野地域ＥＶレンタルで新たな観
光モデル創造事業

43,200 ･ＥＶ充電設備を導入し、ＥＶレンタル事業を実施

県

奈良県産無農薬柿の葉を活用した多
機能”柿の葉タンニン茶”の製造・販売
による地域経済循環型の地域活性化
事業

49,930
・廃柿農家から無農薬の柿の葉を回収するシステムを構築
・柿の葉を使った茶の生産

県
吉野町の湧水を原料とした宅配水製
造と水耕栽培及び地域農産物の活用
事業

49,863
・水精製プラントを導入し、吉野の天然水の宅配サービスを県内に展開
・市場に出回らない小ロット農作物を集荷し、洗浄、箱詰めなどを行い出荷
・天然水を活用した野菜の水耕栽培

宇陀市
薬草・健康野菜の加工と薬草レストラ
ン事業

5,000
・自家製栽培や市内で生産された大和トウキ等の薬草や健康野菜を提供す
る薬草レストランを整備

三郷町 観光と福祉の連携プロジェクト 16,000
・生ゴミを資源化（液肥）して活用できるよう処理機を整備
・花や野菜の苗を生産するハウス施設を整備し、栽培には液肥を活用

三郷町 農と福祉の連携プロジェクト 4,100
・いちごを水耕栽培（高設栽培）できるハウス施設を整備
・肥料には、町の「生ゴミ資源化事業」で資源化（液肥）して製造されたものを
活用

斑鳩町
世界文化遺産「法隆寺」周辺まちある
き観光拠点によるハード・ソフト整備事
業

17,832
・観光拠点として古民家をカフェに改装、空き地に屋台を設置
・町内各所にデジタル屋外型ディスプレイを設置し、休日は観光情報の発信、
平日は地元住民に暮らしの情報を発信

斑鳩町
新規起業家発掘＆応援事業 ～小さな
町の小さな新規女性起業家が10人集
えば大きなウェーブが生まれる！～

10,500
・空きテナントを改装し、地元の新規出店希望者に対して、気軽に出店・販売
が行える場（日額からの料金設定）を新設
・防虫効果に優れる柿渋を活用した手ぬぐいの企画販売
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安堵町

国づくりの原点である地区（聖徳太子
の精神が息吹く地）において、近代陶
芸の巨匠が過ごした生家を活用し、お
もてなしで地域を元気にする～安堵町
に初めて誕生する宿泊施設展開によ
る地域元気事業

31,500
・伝統家屋を活用し、宿泊施設に改装
・町の伝統工芸品である灯芯を活用した和キャンドル等の新商品を企画販売

明日香村
飛鳥における古民家活用「おもてなし」
プロジェクト～日本誕生の地で初めて
のゲストハウス～

11,000 ・空き家（築110年の古民家）を改修してゲストハウスを運営

明日香村
特産イチゴ・「あすかルビ-」の一次加
工によるスイーツ加工品創出事業

6,000
・市場に出荷できない規格外のあすかルビー（いちご）を長期保存可能なフ
リーズドライやパウダー等に加工できる設備を導入
・ロールケーキなどの材料として使用し販売

【和歌山県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

県
イノブタ新商品の開発を核とした紀南
地方経済の活性化

50,000
・繁殖舎や肥育舎などを増設することで、量産可能なイノブタ（F2）（イノブタ
（F1）×ブタ）を生産し、加工用施設を整備することで食肉・加工食品の製造・
販売

有田市
有田みかん加工促進による地域活性
化事業

50,000
･搾汁設備を導入し、加工品の販売増加
・みかんの皮を活用した漢方薬などの新商品開発

湯浅町
湯浅湾おさかなＰＲ事業　～湯浅ブラ
ンドの確立～

23,543
・湾でとれた魚を新鮮なまま市場に流通させるため、製氷機等漁港設備を改
修

日高川町 川の恵み創造事業 10,000
・加熱調理と殺菌機能を持つレトルト装置を導入し、規格外鮎を活用するため
の新商品を開発
・夏期に収穫した鮎をレトルト加工することで年間を通じて供給可能

太地町 森浦湾観光資源開発事業 30,000
・湾内にいけすを設置し鯨やイルカにふれあう体験観光メニューを実施
・捕鯨肉加工場を整備し学校給食等に供給

【鳥取県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

若桜町
木質バイオマス資源活用事業（木質バ
イオマス資源加工ステーションの整
備）

16,000
・製造プラントの整備により、間伐材をチップ化し、木質バイオマス燃料として
活用

湯梨浜町 陸上養殖場整備事業「海の駅とまり」 20,000
・井戸海水を利用した陸上養殖施設を整備し県魚のヒラメやアワビなどを養
殖
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【島根県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

出雲市
島根県産天然フェリエライトを用いたＣ
Ｏ2濃縮装置の製造施設整備事業

50,000
・天然フェリエライト（二酸化炭素濃縮装置の吸着剤の原料）を活用する濃縮
装置製造工場を整備

出雲市
ヤマトシジミの種苗生産及び陸上養殖
事業

47,000 ・シジミ養殖用設備の整備

益田市 山里ぜんたいＦＡＣＴＯＲＹ事業 1,000
・冷凍庫等の整備により旬の野菜の保存が可能になり、総菜等を開発
・地元産の大豆を使用し地域に定着している「真砂のとうふ」のブランド力を活
かした統一パッケージ等による販売促進

安来市
木質ペレットボイラー使用による高糖
度ミディトマトの周年栽培と6次産業化
による島根ブランドの構築

26,000
・島根県中山間地域研究センターが開発した木質ペレットボイラーを商用とし
て初めて導入したハウスを新設し、高密度トマトのハウス栽培、出荷

江津市
地域ぐるみで実践する地域林業循環
創造事業

50,000
・運搬車両の導入により、間伐材をチップ化し、木質バイオマス燃料として活
用

奥出雲町
地域資源および産業廃棄物を活用し
た「重金属吸着材・不溶化材」製造事
業

48,000
・良質な木炭と産業廃棄物である脱水ケーキ（砂の微粒分）を活用した有害
金属吸着剤の製造ラインを整備

奥出雲町
バイオマス資源を活用したEDLCと自
然エネルギーを組み合わせた電源シ
ステム製品製造事業

32,000
・間伐材チップや竹、籾殻等を活用した活性炭を製造し電極材に使用して製
造
・蓄電用装置を照明灯システム等の安定型電源に応用し、製造・販売

海士町 島のバックヤード再生プロジェクト 23,955
・宿泊施設へのリネン類の貸与、回収、クリーニング業務と清掃サービスを提
供する拠点施設を整備

海士町
万葉に学ぶオーラルケア、海藻レクチ
ン製造用ミルの養殖と高機能商品の
開発販売事業

38,000 ･海藻を活用した虫歯予防効果のあるオーラル製品の生産

【岡山県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

倉敷市 ふなおマスカット地域連携事業 14,205 ・地元名産のマスカットのほ場とワイナリーを整備

倉敷市
キャンドルを活用した歴史的建築物再
生による地域資源発信事業

15,950
・歴史的建築物の町家の蔵を改装
・キャンドルで空間演出し、地元食材を提供するダイニングを開設

倉敷市
せんいのまち・倉敷児島地区における
担い手育成型地域資源物販事業によ
る産業と観光の循環サイクルの確立

27,000

・観光スポットでもあるジーンズヴィレッジにチャレンジショップを整備し創業を
支援
・ネット販売システム構築により販売強化
・地元の服飾学校と連携し人材を育成

倉敷市

アパレル産地における繊維くずの固形
燃料化推進による工業と農業の経済
循環を目的とするアイメック農法による
高栄養トマトのハウス栽培事業

39,000
・工場跡地を農業転用し、繊維くずを固形燃料化してボイラーで加温する温室
を整備して、トマトの栽培・出荷
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新見市

地域資源を活用し新たに創出されるワ
イン事業に高機能醸造設備を導入し、
高品質ワインを生産する地域創造事
業

20,000
・ワイン醸造所を開設し、耕作放棄地で栽培したブドウを活用したワインの製
造・販売

真庭市
地元農産物を活用したスイーツ開発に
よる北房地区魅力発信事業

14,000
・地域農産物を活用したスイーツの開発、製造販売
・空き家を改修し、飲食事業を開業

美作市
モータースポーツの振興・発展を通じ
た体験型モータースポーツツーリズム
確立事業

24,942
・地元サーキットを活用したモータースポーツ体験事業の提供
・プロレーシングドライバー養成事業（青少年対象）におけるサービス向上の
ため、既存の校舎（旧消防署）に寄宿舎を併設

矢掛町
古民家再生ホテルと地域資源を活用
した地域活性化事業

16,000
・空き家古民家を最大40名程度収容可能な飲食施設に改修し、ツアー企画等
の観光客の受入と冠婚葬祭等の地域消費ニーズに対応

吉備中央町
吉備中央町の自然と乗馬を活用したメ
ンタルヘルスケア事業による地域経済
の活性化

25,000
・全天候型屋内馬場・馬厩舎を整備し、岡山大学等と連携し、メンタルヘルス
ケアとして、ホースセラピー及びトレッキングサービスを提供
・馬の飼料の地産化

【広島県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

呉市
広島県呉市豊町で産出された未利用
柑橘類を活用した地域経済循環の創
造

23,448
・ターミナル空きスペースを製造工場として整備し、規格外レモンを活用して、
果皮からアロマオイルを精製・販売するとともに、果実部分は搾汁し、併設す
るコミュニティカフェで提供する飲料の原料として活用

呉市
観光客の回遊性向上による呉市の新
たな賑わい創出施設運営事業

10,000
・駅北側への誘客を促すため、結節点である駅東側に、新たなにぎわい観光
拠点として、地元産品を活用した飲食・物販施設を開設し、市街地の回遊性
を向上

尾道市
街中温泉施設を再利用した尾道にぎ
わい創出プロジェクト

45,485 ・廃業した温浴施設と隣接する空き家を一体的に再整備し、宿泊施設を開業

神石高原町
「人と動物と自然の共生」をテーマとし
た観光コミュニティパーク創設事業

50,000
・体験型ツーリズム、牧場、農園、レストランで構成される観光コミュニティ
パーク「神石高原ティアガルテン」を整備

【山口県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

下関市
植物工場における野菜づくりを通じた
地域活性化（資産なし・元手２０万円か
らはじめた高齢者の勇気ある挑戦）

48,888
・高齢者が起業し、野菜工場を設置し、山口大学による技術的知見やノウハ
ウの全面サポートを受けつつ、高品質野菜の生産・販売

萩市
萩産ごまを中心とした萩の農産品なら
びに萩の搾油技術を活用した油製品
販売事業

25,177 ・萩産ごまを活用する搾油機等を整備し、ゴマ油の製造・販売
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【徳島県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

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 ・特産品の「阿波尾鶏」を飼育する鶏舎を整備

県
歩行者用交通信号機のＬＥＤ電球によ
るＬＥＤ化の推進

40,000
・産学金官で連携し開発した信号用ＬＥＤの製造ラインの整備・強化を行い、
先進的モデル事業として全国展開

県 とくしまマルシェ地域ブランド構築事業 23,300
・月１回のマルシェ開催だけでなく、常設を望む声に応え地元産品を扱う店舗
を設置
・ウェブショップも開設し総菜販売やプライベートブランドの商品を開発

県
「薬用植物」を活用した「生薬」と「健康
茶」生産による地域資源循環の創造

50,000 ・生薬原料を長期保存するための貯蔵設備を導入し、計画的に生産

県
天然木極薄シートを活用した地域経済
の活性化

45,000 ･間伐材等を活用した天然木極薄シートの生産

県
「阿波藍」を活用した地域経済の好循
環実現

17,000
・阿波藍の天然色素を工業系顔料（建材や木工製品等に塗布）として加工処
理

県
徳島型次世代トマト生産システムを活
用した地域経済循環

50,000
・大学と事業者との技術開発による「徳島型低コスト耐候性ハウス」を整備
・杉皮から作る堆肥を使ってトマト栽培

県
「地域ブランド産品」創出・流通拠点整
備による地域経済循環

50,000
・流通、販売拠点となる産直施設や食堂を整備
・新品種の野菜苗（高酸化作を多く含むタマネギ等）を活用した商品を製造

県
循環型社会にむけた「クラフトビール
の量り売り」を活用した地域経済の好
循環実現

24,200
・上勝町の湧き水とゆこうを活用したクラフトビールの製造工場を整備
・通常の瓶による販売のほか、通い瓶による量り売りでゴミゼロ理念を浸透

県
みつまたプロジェクトによる山間地域
の経済循環

5,500
・シカの食害に強い（シカが食べない）ミツマタを杉のまわりに栽培し、防止柵
として活用
・収穫後のミツマタを紙幣原料へ加工するための施設等を整備

阿南市 はも資源有効活用推進事業 29,800
・急速冷凍機や真空包装機の導入により、流通規格外のハモの加工品を製
造・販売

阿南市
バイオマスエネルギー（熱、発電、
CO2）を植物工場に活用した地域経済
循環の創造

50,000
･竹や間伐材のバイオマスエネルギーを活用し、ＬＥＤ照明による植物工場を
整備

神山町
サテライトオフィス体験宿泊施設～神
山式地域経済循環創造～

49,949
・古民家空き屋を再生し、周囲の環境にふさわしい宿泊設備を整備
・共同仕事場と連携したビジネス合宿（サテライト体験）事業を創設

那賀町
「木頭すぎ」の全量活用による地域資
源循環の創造

33,900
･ウッドプラスチック（プラスチック樹脂に木粉を混合し、加熱整形したもの）の
原料木粉を製造するための機械設備等を導入
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【香川県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

高松市
地域の廃ビル・空きビルを活用したア
グリビジネスで地域経済の活性化

47,000
・空きビルを再生して野菜工場を整備し、高品質野菜を生産、販売
・県内生産者で栽培された野菜の規格外廃棄品を活用して、乾燥・パウダー
加工して調味料等として販売

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 ・地元産レモンを活用したリキュールの製造、販売施設を整備

土庄町 豊島地域流通拠点整備事業 6,500 ・地域の流通拠点として土産物の販売所を整備

まんのう町

カーネーションや地域特産ひまわりの
花びら等を中心に季節の花々を食用
に応用したエディブルフラワー及びフラ
ワーパウダーの製造販売及び観光農
園事業の展開

23,000
・エディブルフラワー（食べられる花）を生産するハウス施設を整備
・県育種カーネーション等を食用にパウダー化できる設備を導入し新商品を
開発

【愛媛県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

県
魚骨の軟化技術を用いた高付加価値
水産商品における加工設備整備事業

45,000
・県産業技術研究所等と共同開発した高温高圧処理機等を導入し、魚骨の軟
化技術を用いて骨まで食べられる水産加工品を製造
・給食や病院など販路を拡大

松山市
五明地区の農産物や森林資源を活用
した地域循環資源有効活用促進事業

15,000 ・地元農産物や森林資源を活用する加工・販売施設を整備

今治市 今治市循環型地産地消事業 50,000
・ハウス施設と加工施設を整備
・水耕栽培によりトマトや葉菜等の野菜を栽培し、一部を加工・販売

今治市
ラングドシャ・ダックワーズ製造ライン
導入事業

50,000 ・地元で有機栽培及び減農薬栽培を行う農家との契約

今治市
放置竹林問題解消のための、竹の利
材化～環境利材としての商品開発、そ
の販売

33,040 ・竹を使った肥料や消臭剤の製造

宇和島市
古建築再生による賑わい事業創造拠
点づくり

4,701 ・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

宇和島市
「海の家」プロジェクト～再生可能エネ
ルギーの活用による漁の復活と水産
物６次産業化～

15,000
・太陽光エネルギーで発電する集魚灯を陸上に設置（陸上から海面を照らす
ランニングコストゼロの新たな「しき網漁業」の復活）
・「しき網漁業」で採れた魚の加工場やレストランの整備

新居浜市
愛媛県（新居浜市）の漁業者による地
域資源を活用した、六次産業化ブラン
ド水産加工事業

10,000
・漁師が法人を立ち上げ、加工場を改修して、小エビや小イカなどの未利用魚
を活用した加工食品を製造・販売
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西条市
総合６次産業都市ネットワーク加工拠
点整備事業

50,000
・加工処理センターを整備し、地元農産物によるカット野菜等を製造
・野菜に近赤外光を利用した鮮度保持処理を施すことで消費期限の延長を図
る

【高知県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

高知市 農産物加工施設整備事業 41,780
・農産物加工施設を整備し、有機農産物を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・販売

【福岡県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

北九州市
北九州特産の竹の子を使った地域経
済循環創造事業

50,000
･竹の子を早期出荷できる設備を導入し、新鮮なまま提供することでブランドイ
メージを構築

北九州市
多品種小ロットの北九州産農作物を活
用したスイーツヴィレッジ建設事業

50,000
・都市近郊農家が栽培する野菜、果物を活用したスイーツモールを整備し、発
注ロットをまとめて生産、販売
・北九州空港に近い立地で、空港利用前の立ち寄り拠点として位置付け

行橋市
フルーツ専門直売所を併設した古民
家イタリアンレストランの運営

21,553
・築400年の古民家を改修し、いちじく等の果物やカキ等の海産物を活用した
レストランを展開

みやま市
おひさまの恵み地産地消６次加工品
販売事業
（地域コミュニティ創造事業）

42,000
・地元農産物とその加工品の販売、飲食等を提供するコミュニティ施設を整備
・農家の加工品づくりニーズに対して、商品企画から販路提供までトータルに
サポート

糸島市
未利用ガラス温室と洋ラン生産者の生
産技術を活用した高付加価値なイチゴ
の生産および海外展開事業

5,998

・未活用ガラス温室を改修しイチゴの生産（温度管理等の洋ラン生産技術を
活かす）
・輸出に耐えうる品質を保持するため、九州大学が開発した青果用の「光殺
菌装置」を導入し、中東へ輸出

築上町 米育ち鶏を活用した循環農業の実践 10,000
・循環エサを活用した地元産飼料米育ち鶏や地元産野菜を提供するバーベ
キュー施設の整備

【佐賀県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

佐賀市
竹及び茶枝葉を主原料とする青果物
鮮度保持剤・鮮度保持装置製造事業

20,000
・生産場を整備し、微粉化した竹炭に高濃度茶カテキンを添加し、農産物用の
鮮度保持剤を製造、販売するとともに、鮮度保持剤と光触媒を組み合わせた
鮮度保持装置の製造、販売

江北町
空き店舗再生による地域経済循環創
造事業

3,106
・空き店舗を改修しパン屋を開業
・地域の契約農家や地元高校生の栽培する農作物を原材料とし、安全・安心
な手作りパンとして域内で販路を確保
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【長崎県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

島原市
鳥獣害にかかる狩猟肉の利活用を推
進するための生産・流通体制の構築

20,000 ・狩猟イノシシ肉の加工処理施設を整備し、食品メーカーへ精肉販売

島原市
島原発！島原の生薬による島原生薬
本舗事業

24,000

・生薬と地元の食材を組み合わせた薬膳を提供する店舗の開設
・生薬を素材とした漢方薬や健康補助食品の製造、販売
・カウンセリングを行い、一人一人の体質や健康状態に合わせたオーダーメイ
ドの商品提供

対馬市
廃ほだ木の活用による地域経済循環
創造事業

45,000

・堆肥工場や弁当販売建物を建設
・廃ホダ木を活用した堆肥の製造販売
・堆肥販売先農家から野菜を調達し、弁当・惣菜を製造
・地域向け店頭販売、宅配サービスの提供

壱岐市 「壱岐の恵み通販」事業 10,500
・地元特産物をテレビやインターネットで通信販売するホームページやコンテ
ンツなどシステムを導入し販路開拓

壱岐市
漁船廃油と、冬季の遊休労働力を活
用した、ナマコ等の加工・販売及び養
殖による地域資源循環の創造

50,000
・ナマコ、カキ等の養殖加工
・廃油ボイラーを導入して、塩蔵ナマコの商品化（中国向け）

壱岐市

消費・販売ニーズに的確に応えた農業
生産、販売及び農産加工等６次産業
化の実践による地域資源活用並びに
雇用の創出による地域経済活性化

50,000
・加工場を整備し、地元農産品を活用した加工品の製造・販売
・島内住民への給食サービス
・古民家をレストランに改装し、観光客に地元農産物を素材とした料理を提供

【熊本県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

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

42,134
・県民生活や県内事業所から排出される廃食用油を回収し、バイオディーゼ
ル５％混合軽油の製造施設を整備し、販売

県 高付加価値型乾燥野菜製造等事業 50,000
・乾燥野菜を製造できる空調機器等を導入し、自社農園や近隣の契約農場で
栽培・収穫をした露地野菜を活用した商品の製造

県
キャベツ・レタス加工食品の開発とサ
プライチェーンの構築

50,000 ･地元野菜を加工した乾燥野菜、冷凍野菜等の生産

県
熊本県産大麦を使用した大麦甘酒・塩
麹の新商品開発及び加工・販売事業

25,000
・地元大麦を加工した新商品（甘酒および塩麹）の製造・販売を行うため加工
場を整備

熊本市
“八百屋”の業態をイノベーションする
「リユース型マルシェ」開設による地域
活性化事業

40,000
・店舗での野菜販売と併設する簡易厨房により、仕入れロスをなくすリユース
システムによる産直マルシェの開設

八代市 クマモトオイスター再発見事業 18,000
・熊本県も普及促進しているシカメガキ（クマモトオイスター）を加工し焼ガキ料
理を提供する施設を整備
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八代市
八代（熊本）のミツバチで日本の食卓
を彩る事業

19,000
・規格外の地元農産物をパウダー化して蜂蜜に配合した加工商品の製造・販
売できる工場を整備

荒尾市
オリーブの加工（商品化）・販売までの
一貫した事業（オリーブの搾油・商品
化受託含む）

20,000
・オリーブ搾油機を導入し、地域農家が栽培するオリーブを加工し、オリーブ
オイルやハンドクリーム等の化粧品の原料として出荷
・オリーブの魅力を発信する拠点施設として、体験型オリーブ観光農園を併設

玉名市
五葉フーズによる玉名市産農産物地
域経済循環創造事業

30,000
・加工施設を整備し、地元産野菜をペースト等に加工した高齢者向け商品の
製造・販売

菊池市

いのちをいただきつなぐ食育・体験・交
流事業～見て・食べて・体験して・学習
する「地域教育交流ガーデン（仮称）」
創造事業～

50,000

・地元乳用経産牛を活用した商品（ハム、ソーセージ）の加工・販売と併せて
地域青果物を販売できる直売所を整備
・定期的な勉強会や工場見学、体験教室、BBQガーデンを通じた食育活動を
実施

上天草市 リゾラテラス天草地域循環創造事業 50,000 ･地元農水産物を使ったレストランの整備

合志市
「挑戦し、農業で、雇用を」の好循環イ
ノベーションを実現させる農業成長産
業化事業

50,000
・製造業工場跡地を活用し、地域の規格外農産物を活用したカット野菜工場
を整備

合志市
日本一の「国産ごまの里づくり」と野菜
の高付加価値への架け橋「稼げる農
業」創出事業

50,000

・ごまの搾油設備を導入し、地元ごまを活用したごま油の製造、販売
・有効成分セサミン（抗酸化作用）を抽出し、OEM顧客（化粧品等の原料）に販
売
・ごまの裏作で栽培する野菜の規格外品を活用したふりかけ等の製造、販売

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
・放置竹を資源化するため、伐採・運搬・収集・チップ化する機械設備や車両、
保管施設を整備

相良村
地域経済循環創造事業（やまといもす
りおろし冷凍工場建設）

50,000
・農地集積加速化事業重点地区で栽培しているヤマトイモを活用する加工施
設を整備

【大分県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

県
県内産肥育用牛取引拡大・機会創出
事業

50,000
･県内の牛を原材料とした新商品　（生ハム等）を製造できるよう加工用設備
等を導入

【宮崎県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

県
宮崎県内発生原料を用いた新規高性
能土づくり肥料の事業化による地域経
済循環創造事業

50,000
・県内で大量に発生し安価に入手可能な鶏糞発電燃焼灰とニッケルスラグを
活用した高性能な肥料の製造工場を整備

県
オール宮崎県産の食肉による付加価
値創出事業

50,000 ･生育から加工までを県内で実施
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県
宮崎県産の有機栽培茶を活用した抹
茶・粉末茶の加工製造及び国内外へ
の販路拡大による地域活性化事業

50,000 ・有機栽培茶を活用した抹茶・粉末茶の加工製造設備の導入

県
宮崎県で生産される余剰な畜産（牛・
豚）堆肥を活用した高品質・高付加価
値な堆肥の製造及び広域流通事業

17,000
・堆肥貯蔵ヤードや運搬トラック等を導入し、流通事業者のホームセンターと
連携し、良質な堆肥を共同開発
・堆肥貯蔵ヤードを整備し、流通能力を強化

県

世界初！SPGろ過技術とフレッシュ麦
芽製法を活用した地元産大麦麦芽
100%オリジナルビールの開発と販路開
拓事業

50,000
・独自ろ過技術を採用した地ビール製造場を整備し、麦芽を地元調達
・日向夏等の多様な規格外地域農産物の果汁を活用した発泡酒の製造、販
売

宮崎市

食品加工残渣及び未利用農産物をフ
ル活用することにより宮崎県農産物の
高付加価値化を実現し農業産業の活
性化を図る事業

32,100
・規格外廃棄農産物（ほうれん草、ニラ等）を活用するため、チルドドレッシン
グの製造ラインを整備

小林市
オール宮崎県産の果樹・野菜によるバ
リューチェーン構築事業（宮崎マンゴー
を核とした地域内６次産業化）

41,900
・地元産果実（マンゴー等）の付加価値向上のためにゼリー等への加工設備
を導入

小林市
効率的経済的な鶏糞完熟堆肥の生産
販売による地域内循環型農業の実現
事業

8,750
・温水ボイラー等を導入し、鶏糞堆肥を人工乾燥してペレット化し、農家に販
売
・乾燥工程の燃焼材としてもペレットを活用

【鹿児島県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

鹿屋市
熟成による『鹿児島・「黒」乾燥野菜』
の全国・アジア展開プロジェクト

48,700
・長期保存を可能とする乾燥野菜生産工程に、新たに熟成工程を加えて、「黒
乾燥野菜」として商品化できる設備を導入

鹿屋市
地元食材を活用した農家・商店街とも
に元気になる地域密着型レストラン事
業

20,000 ・地域の畜産農家から直接黒豚、黒毛和牛を買い取り提供する拠点を整備

指宿市
復活せよ！指宿産　鰹のタタキ　～事
業再生で“一石七鳥”の事業効果～

50,000
・空き工場を改造し、冷凍設備や鰹のタタキ加工、ロイン加工ラインを導入
・加工残渣をブリ等の養殖用飼料として販売

垂水市
地域資源を活用した６次産業育成事
業（さと丸水産）

23,474
・地元養殖海産物（カンパチ、フグ等）を加工品として販売できるよう加工機器
を導入

志布志市
地域水産資源を活用した水産加工場
新設事業

28,678 ・加工品製造の新工場を整備し、天然ハモを活用した加工品の製造・販売

湧水町
日本初！国産アーモンドの商品化によ
る地域経済の活性化

33,000 ･国産アーモンドを活用した加工品の製造

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

46,000
・大崎町等で使用された農業用ポリフィルムを活用するため、洗浄・破砕・融
解・凝固等の加工機械設備を導入し、再生ペレットの製造・販売
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徳之島町 地産地消ゆたぁ～くなりゅん事業 41,430
・規格外廃棄じゃがいも等を活用した島内での加工品（焼き菓子等）製造工場
を整備

【沖縄県】
団体名 事　業　名 交付額（千円） 事　　業　　概　　要

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

48,200
・移動仮設テントを導入し、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

うるま市 凍結食品による新ビジネスモデル事業 50,000
・立地を活かし、東南アジア向けに冷凍食品工場を導入
・全国の生鮮食材を集荷し、地元の農産物と併せて調理加工・凍結して出荷

南城市 野菜安定供給推進事業 48,100 ･植物工場での野菜栽培

南城市
廃棄（規格外・余剰含む）青果物の地
場産品化及び収益性の高い農産業に
寄与する加工施設整備事業

48,227
・しょうが、じゃがいも等の廃棄野菜を活用した加工品（マヨネーズ等）製造工
場を整備
・併せて、農業生産工程管理制度（GAP）を新たに導入し、高付加価値化

本部町
伝統的な餅菓子を通じた沖縄の食文
化発信事業

47,500
・老舗餅屋が作る地元食材（紅イモ、ゴーヤ等）を活用した餅の直売施設と民
泊事業と連携したお餅作り体験工場の整備
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