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③支出
（消費・投資）

• 分配された所得を用いて、消費や
投資に支出する

• 地域内に支出（消費、投資等）
することで生産・販売へ還流する

②分配

所得所得

所得

• 地域の資金、人材、資源を活用して
生産する

• 地域で企業や事業所が生産・販売を
行う

生産で稼いだ所得が地域の住民等
に分配される

④生産・販売への
還流

地域住民の所得

所得

①生産・販売

地域経済循環とは①：地域で雇用を創出し、所得を向上させる構造

1

一般に、経済は所得（資金）を循環させることで活
性化します。 地域経済循環構造は、地域で稼いだ所得を地域

内で循環させる構造です。

地域内の資金を特色ある地域資源や地域の人材と
結びつけて、持続可能な経済循環を創造します。 ローカル10,000プロジェクトは地域経済循環構造

の構築に大きく貢献します。



地域経済循環とは②：稼いだ所得を地域内で循環させること

2

1.地域経済循環構造を構築するためには・・・

①地域で所得を稼ぐ力をつける

②地域で所得を循環させる

地域で経済循環構造を構築するためには、地域内外から所得を稼ぐことが必要であり、そのために地域の得
意な事業や地域の資源を活用した事業を展開することが重要です。

•地域から地域の外に所得の漏れ（流出）を極力少なくして、地域内で所得が循環する構造（仕組み）
にすることです。

•そのためにも、地域の企業が、地域の人財、資源（自然、習慣・風土、歴史的遺産等）、資金を活用し
て、事業を展開することが重要です。

2.ローカル10,000プロジェクトを活用すると、地域経済循環構造の構築に貢献します

•ローカル10,000プロジェクトを活用すると、事業者は、地域で所得を稼ぎ、所得を地域内で循環させること
になるので、地域経済循環構造の構築に貢献することになります。

•当該事業の雇用者の所得を向上させるだけでなく、地域の住民の方々の所得も向上させ、三方よしが実
現されます。



ローカル10,000プロジェクトの目的

 ローカル10,000 プロジェクトは、地域の人材・資源・資金を活用した新たな事業を立ち上
げようとする民間事業者のみなさまの初期投資費用を支援するものです。

 国、地方が一体となって、将来にわたって富を生み出していく仕組み（地域経済循環）づく
りにつなげていきます。
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農業

畜産業

林業

水産業

観光業

環境
エネルギー

バイオマス
廃棄物

子育て支援

教育・福祉

鳥獣対策

ローカル10,000の対象分野

地域の事業者が地域の人材、自然、原材料、資金を活用して事業を行うことによって、事業者だ
けでなく、地域活性化にもつながります。

また、地域の社会的な課題（自然資源・環境の保全、子育て・福祉、観光振興、商店街再生
等）を解決することで、地域の住民の方々にも大きなメリットがあります。

これは、「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」の三つの「よし」で、売り手と買い手がともに満足し、
さらに、社会貢献もできる「三方よしの実践」になります。

様々な分野の事業の初期
費用に使えて、使い勝手の
良い交付金です。商工業



　　　　　　　民間事業者等の初期投資費用

自己
資金等

支援対象事業スキーム
対象経費は、
・施設整備費
・機械装置費
・備品費

公費による交付額 ※1

・原則１/2　
・条件不利地域かつ財政力の弱い市町村
　の事業は2/3，3/4
・新規性・モデル性の極めて高い事業
　は10/10

・地域資源を活かした持続可能な事業
・行政による地域課題への対応の代替となる事業
・高い新規性・モデル性がある事業

国　費

地域金融機関による融資等 ※2

・公費による交付額以上
・無担保(交付金事業による取得財産の担保権設定は除く。)・無保証地方費

※1　上限2,500万円。融資額（又は出資額）が公費による交付額の1.5倍以上2倍未満の場合は、上限3,500万円。2倍以上の場合は、上限5,000万円。
※2　地域金融機関による融資の他に、地域活性化のためのファンド等による出資を受ける事業も試験的に対象

ローカル10,000プロジェクトの概要

 産学金官の連携により、地域資源と資金を活用して、雇用吸収力の大きく、地域課題対
応や持続可能な事業の立ち上げを支援します。

 特に、地域金融機関による融資等（無担保・無保証）と公費を活用することで、新たな
ビジネスモデルの創出が可能になります。

地域の金融機関との密接なリレーションを構築することできて、経営的なアドバイス等もしてもらえる
ので、健全な事業を展開することができます。

地域課題に対応している行政との連携や金融機関から融資を受けることで、ローカル10,000
プロジェクトによる、持続性の高い事業を行うことができます。
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事業検討のステップ

 事業者や自治体が社会的課題を解決し、地域経済循環構造を創出する事業を発
案し、事業計画の素案を作成します。

 地域の事業者、自治体、大学・研究機関、地域金融機関等がそれぞれの強みを活か
して連携するラウンドテーブルを組成します。

 事業者や自治体はラウンドテーブルの構成員から支援やノウハウの提供等を受けながら
事業計画を練り上げ、策定します。
 大学・研究機関からは研究成果の提供、技術支援等、自治体、地域金融機関から
は経営ノウハウやアドバイスの提供が考えられます。

 自治体は地域経済循環の創出や地域政策の方向性との整合性等を確認します。
 地域金融機関がプロジェクトの事業計画や成長可能性、持続可能性等から事業性を
審査します。

 自治体は総務省に交付申請を行います。
 外部有識者が申請された事業について交付決定可否に関する審査を行います。

 国及び自治体の交付決定ののち、事業開始となります。
  ※自治体における予算措置が必要となります。

事業の発案

産学金官地域
ラウンドテーブルの組成

事業計画の策定

事業要件の確認、
事業性審査

交付申請

事業開始

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

STEP6

事業者

事業者 大学・研究機関地域金融機関自治体

地域金融機関自治体

総務省自治体

事業者

事業者 大学・研究機関地域金融機関自治体

自治体

自治体が地域課題解決のため発案し、
事業者を募って開始した事例もあります。

事業が地域経済全体に貢献するか、持続可能か、
等の観点で計画を十分に確認することが重要です。
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事業分野別活用事例

6

ローカル10,000プロジェクトは様々な
事業分野に対応しています。

No 事業
分野 主な事例

1 観光

• 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

• 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の開設
による交流人口の増加

2 商工

• 徳島県産「阿波藍」の建材や皮革、木工製品等への応用による用途
拡大と海外販路拡大

• 高校生と町と企業が協働する高機能スキンケア製品及び高機能食品
の開発

3
地場
産業
創出

• 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

• 伝統的工芸品による駅前スペースの空きビルをリノベーション、「伝統」
「食」「交流」で賑わいと交流を創造

4 農業
• 竹の子生産者の竹林整備支援及び出荷竹の子の全量買受けによる
竹の子缶詰や加工食料品等の製造

• 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

5 畜産

• 繁殖から肥育、と畜、加工までをすべて宮崎県内で行った「オール宮崎
県産」牛肉の生産

• 地元ブランド豚の食事を提供し、地域の子育て世代や高齢者が気軽に
集うコミュニティ・カフェの運営

6 林業
• カエデ樹液を活用したカエデ糖加工商品の発信拠点・観光拠点の整備
• 放置竹林による土壌改良材製造とそれを活かした農作物生産と農作
物加工品製造

7 水産
業

• 県と高校の連携による但馬のハタハタ、ホタルイカの新規商品開発と観
光地、域外への販路拡大

• 世界自然遺産「白神山地」から注ぐ冷温で豊かな水源を活かした生食
用サーモン大規模養殖

No 事業
分野 主な事例

8 鳥獣
対策

• エゾシカ肉及び加工品の店舗・Web販売、エゾシカの一時養鹿施設を
活用した観光牧場の開設

9
環境・
エネル
ギー

• 地域資源「ズリ」の活用による夕張再生エネルギー創造
• もみ殻炭と発酵鶏糞を混合発酵させた肥料の製造販売および土壌改
良剤としてのもみ殻くん炭の製造

10 バイオ
マス

• 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

• 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

11 廃棄
物

• 放任竹林から生産した「竹パウダー」と市内の「下水汚泥」の混合・発酵
による高機能肥料の製造

• 地元石材「十和田石」の端材を活用した土壌改良剤の生産

12 子育て
支援

• 子育て中の女性がいきいきと働くための環境整備
• 保育サービス、子育てコンシェルジュ機能の提供と地域農家と連携した
離乳食・アレルギー食対応製品の製造

13 福祉・
教育

• 地域住民、旅館、ホテル、福祉施設等の生ごみによる液体肥料製造と
花壇苗・野菜苗の販売

• 再生資源物の海外流出抑制及び国内還流・地元でのリサイクル促進と
障がい者の就労の場の提供

14
関係
人口
創出

• 移住者や移住体験事業の滞在者の季節雇用、廃校利活用による地
元原材料を使用した焼菓子製造

• 重要伝統的建造物群保存地区の古民家を活用したシェアオフィスのリ
ノベーションと施設運営



優良事例を生み出すためのポイント①
ローカル10,000 プロジェクトは、民間事業者のみなさまに幅広くご活用いただき、全国で多くの事
業が実施されています。実際の事業を参考に、事業を実施する際のポイントと事例を紹介します。
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1.事業のコンセプト・ストーリーづくり

①地域が持つ課題を認識し、ステークホルダーと共通の問題意識を持つ

2.販売戦略

新規性・独自性のある商品提供と地域を巻き込んだPRを実施する

②地域の特産品や歴史的資源を活用、自社の技術を活用する

• 市の観光協会と連携し、地域資源である抹茶関連のパンフレットを市の観光案内所等に常設。HPでも当
事業で運営する「抹茶ミュージアム西条園和く和く」を観光モデルコースとして掲載するなど、 観光客に当
市の抹茶をPRし、周知に努めている！

事例

• 地域資源である藍染料と木材を組み合わせた商品を開発し、地域の独自性を打ち出した！
• この地域では、武具、甲冑等に使用されていた藍の栽培を約800年前から行っていたが、この藍色は現在
の「ジャパンブルー」の由来とされている。このストーリーを海外で売り出したところ、大変評判がよく、海外の
販路拡大にもつながり、日本の特産品として地位が向上した！

事例

事例
• 事業を実施する地区は野菜の一大産地だが、消費地が遠く、物流費もかさむため、乾燥野菜として加工し
コストを減らした！結果として、販売に苦慮していた野菜の販売が可能に！

• また、自治体が農業とスポーツ都市を謳っているため、農産品に機能性を付加した商品を開発した！

ポイント

ポイント

ポイント



優良事例を生み出すためのポイント②
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3.雇用確保

地域内の住民雇用と、新卒や専門人材の活用、人材育成を実施する

• ICT農業システムの導入で企業への関心度を高め、大学生の新卒採用に繋げている！
• 水産物を活用した新規生産、販路拡大事業を実施しており、地域内で魚の取扱に精通している漁業者

OB（専門知識人材）の求人を募集し採用している！専門人材の活用により、人材育成も進む！

4.金融機関との連携

地域金融機関とのリレーションシップの構築により、非資金面も活用する

5.地域資源の活用

地域原材料の発掘・活用を実施し、地域の所得向上と付加価値の創出を図る

事例

• 自治体、金融機関、事業者で定期的な確認会議を開催し、意見交換を行っている。また、平常時におい
ても集金の際や、銀行を訪問する際に支店長と意見交換を行っており、緊密な連絡体制をとっている！

• 新規取引先等の紹介、ビジネスマッチングにおいても情報提供を受けており、条件が合致する紹介先につ
いては積極的に新規取引に取組んでいる！

事例

• 規格外で出荷できない傷ありみかんを適正価格で買い取ることで、取引農家さんの所得を向上させた！
• これまで安価に取り扱われていた魚種の新商品開発と非効率な生産体制の改善により量産化が可能に！事例

ポイント

ポイント

ポイント



優良事例集
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水産世界自然遺産「白神山地」から注ぐ冷温で豊かな水源を
活かした生食用サーモン大規模養殖事業

青森県
深浦町

•世界では世界人口の増加率に比べて、養殖生産量の増加率は低
く、（天然漁獲量は横ばい）水産物需要は高まっている。

•国内では、自然の有効利用や、雇用創出について悩んでいた地方
地域がたくさんある。日本サーモンファームは、デンマークのサーモン養
殖事業をもとにした技術を持っており、世界の問題、国内の問題を
当社の技術（サーモン養殖事業）、弘前大の学術協力により解
決に導けると考えた。

１.事業着手の経緯（事業実施の背景）

•本プロジェクトは、2014年12月15日に深浦町と弘前大学、オカム
ラ食品工業（日本サーモンファームの親会社）の3者連携協定から
始まる。

•深浦町としては、雇用創出、衰退してる水産業の振興を目的として
おり、日本サーモンファームは、本拠を構える青森県での水産物生産
事業を通して、事業創出、地域貢献を目的化。

•弘前大学地域戦略研究所では、学術の面から青森県への貢献を
目的として、連携を実施した。

①水産需要の高まりと技術活用 ②地域の主体が持つ地域課題の解決

２.事業主体・事業費等の概要

・初期投資額等合計：49,491 千円
（事業者自己資金：1千円、 金融機関からの融資額：25,000千円、 交付額：24,490千円、 その他：0千円）

事業実施主体：日本サーモンファーム株式会社 連携する地域金融機関：青森銀行

・その他の関係主体
地元漁業協同組合、自治会、サーモン養殖事業会社、町議会、青森県、深浦町、研究機関（大学や県の水産研究機関）、のそれぞれ
関係者で構成する「深浦町サーモン養殖推進連絡調整会議」において、進捗状況の確認と事業推進にあたっての合意形成を図っていく。

多様な関係者が関与する「深浦町サーモン養殖推進連絡調整会議」を実施している。
本事業の拡大・充実を図るため、適地調査を実施するなどサポート体制もあり、各主体との連携が非常に強固となっている。
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３.事業の概要

①事業内容

②事業の実施状況

•養殖技術が確立し、安定した生産に繋がっており、
事業堅調である。

•特殊な市場環境（コロナ禍）下でも、サーモンの
需要は底堅い。

③工夫した点

•技術面についてはデンマークの養殖技術に裏付けされている。国内養殖では今までに
ない生産量で養殖を実施している。

•養殖技術の向上により、受け入れ種苗数の増加、海面養殖での成長率の向上、斃
死率の減少により生産量が増加している。

４.取り組みの成果

①事業の成果

• 「白神山地」がもたらす豊かな恵みを享受しており、この
恵みを本事業によって生み出される商品の付加価値と
して活用することによって、世界自然遺産「白神山地」
の価値向上に繋がっている。

•事業拡大に伴う設備投資が先行しているが、事業は
安定に推移しており、地元漁業者との連携により地域
の産業振興・雇用創出にも寄与している。

②地域経済循環の創出効果

•天然資源を持続可能な範囲で養殖をしていくべく、
ASC（持続可能な養殖を目指した国際認証）を取
得している。

•サーモン大規模養殖事業の推進は、国内における生食
用サーモン養殖事業の先駆的・永続的な取組であり、
地域の雇用確保につながり、若年者の域外流出阻止
の効果を生んでいる。今後は、Uターン、Iターン人材も
雇用していく予定。

•青森県内水面研究所や県外種苗業者から発眼卵を購入し、町内十
二湖地区の淡水ふ化施設でふ化させ、約5g/尾まで育成する。

•その後、淡水中間魚育成施設へ移動し、約500g/尾まで育成する。
• さらに、町内北金ヶ沢地区及び深浦地区の海面養殖施設において成
魚(約3kg/尾)まで育成し、内臓を除去したセミドレスとして国内外の
取引先へ出荷する。

中間養殖場海面養殖場

③雇用創出効果

•日本サーモン
ファーム社員13
名のうち11名は、
地域人材であり、
地域雇用を積極
的に推進している。
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子育て支援子育て中の女性がいきいきと働くための環境整備事業長野県
上田市

•長野県上田市は16万人の長野県第三の都市であるが、働く場所を
求めて若者が都市部へ移住し、人口減少がみられる。また、中心商
店街の空き店舗が増加し、誘客機能の弱体化により、歩行者通行
量も減少しているため、空き店舗を整備し、働くためのスペースとして
活用した。

•今後、どの業種でも必要なるITのキャリアを醸成していける仕事が必
要と考えた。また、ITスキルを身に着けた人材が製造業をはじめとした
IT人材が不足している地域企業に波及していけば地域に大きく貢献
できると考えた。

１.事業着手の経緯（事業実施の背景）

•地方の子育て中の女性は、パート雇用でマニュアル型の業務で社
会復帰することが多く、フルタイムで働けなくなるキャリアになってしまう。

•企業もパートを作業者として扱い、人材を育成しない傾向があり、そ
の結果、働き手も「業務の責任を負う必要がない」というキャリア構
築に望ましくない仕事観、キャリア観が定着していた。

• これらを改善すべく、事業を通じて女性のキャリア構築を支援する事
業を開始した。

２.事業主体・事業費等の概要

・初期投資額等合計：30,000 千円
（事業者自己資金：10,000千円、 金融機関からの融資額：5,000千円、 交付額：22,500千円、 その他：1,500千円）

事業実施主体：一般社団法人ループサンパチ 連携する地域金融機関：上田信用金庫

金融機関とはこれまで積極的なコミュニケーションをとっておらず、資金的に厳しくなる時期もあった。定期的に情報交換する
ことで融資の相談もしやすく、情報も入ってくる。今後は、他金融機関も含め連携を一層強化していくことを考えている。

・その他の関係主体
上田市：事業の主サポート、長野県：長野県のサポート制度の提供、上田商工会議所：企業と連携時にサポート、一般財団法人浅間リ
サーチエクステンションセンター：大学との連携時にサポート

①地方での女性キャリア構築支援を目指して ②商店街の空き店舗活用・地域の人材育成を目指して
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３.事業の概要
女性の社会復帰支援事業託児所①事業内容

②事業の実施状況

•研修や基礎スキル習得が体系化された。また専門的スキルやディレク
ション・客先対応などのマネジメントスキルが向上したことから、取引先を
のべ47社まで拡大し、雇用人数の拡大につながった。

•子育てをしながら仕事をし、キャリアアップしたいという意欲的な女性が潜
在的に多く、この取り組みが注目されている。

③工夫した点

•育成面では基礎スキルから+専門スキルを習得する環境が構築
でき、継続して学習しつづける組織が構築できた点。変化に強く
高度な業務がうけられるようになり受注金額も増加。

•社内課題に対して、経営層が決めてトップダウンでおとすのではな
く、社員全員で考えながら課題解決を実施している。

４.取り組みの成果

①事業の成果 ②地域経済循環の創出効果

•上田市の拠点は商店街内にあり、女性や子供が歩くこ
とで賑わいが創出され新規出店が増加し空き店舗が減
少している。また、商店街組合所有の駐車場を利用す
ることで、収益難の商店組合の収益となり駐車場の残
債返済がはじまり、組合収支が黒字化した。

•人材活用についても今後は子育て中の女性に限らず、
男性など幅広い層にひろげていく予定である。

③雇用創出効果

•上田市と佐久市
に拠点を有し、０
名から120名の
地域人材の雇用
を生むに至った。

•事業開始時から注力してきた子育て中の女性（雇用
者）の育成が図られたことに加え、積極的な営業の展
開により、ライティング業務をはじめ企業から継続的に業
務を受注することができた。

•また、受注する業務量も順調に拡大し、女性の就労・
社会復帰に成果を上げてきている。

•女性の社会復帰支援事業：子育て中の女性を中心に、社会復帰支
援を目的として、企業から仕事を請け負いスキルアップを図るとともに、地
方の企業に対して、女性が働く環境の整備を助言する。

•シェアオフィス事業：中心市街地の商店街空き店舗の老朽化した設備
の内装工事を実施し、コワーキングスペース等を開設。本施設の2階部
分をシェアオフィスとし、事業者にオフィスとして利用されている。
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観光西尾市の地域資源である抹茶を使用した
西尾市観光活性化事業

愛知県
西尾市

•西尾市の地域資源は抹茶、うなぎ、あさり、花きなどが挙げられるが、
抹茶は観光資源として十分に活かされていなかった。

•各資源を存分に活かして、西尾市の観光を盛り立てるためには拠
点となる場所が必要となる。事業計画当初、西尾市には、一色さ
かな広場や憩の農園・バラ園が既にあり、これらは今まで多くの観光
客を呼ぶことに成功していた。しかし、肝心の抹茶についてはいまだ
拠点といえるほどのものが存在していなかった。

•西尾市の抹茶についても関連する拠点施設が必要と考え、観光・
文化交流拠点施設を建設を実施。

１.事業着手の経緯（事業実施の背景）

•西尾市にあった地域課題のうち、①“観光”メニューが乏しいこと。②
碾茶（てんちゃ）生産農家の減少と担い手の育成不足③西尾市
への人の流れが少ないこと。この3点への解決策として本事業は計
画された。

•上記3点の課題に対して、本事業の目的を次のとおりに設定した。
①本事業により観光・文化交流施設を整備し、今回の事業が西
尾市観光の起爆剤となること。②碾茶生産農家の育成、農業の振
興を図ること。③『西尾の抹茶』のPR活動を強化し、地域ブランドの
浸透を図ること。

①埋もれていた地域資源「西尾の抹茶」を活用 ②地域課題（観光・農業・人口）の解決

２.事業主体・事業費等の概要

・初期投資額等合計：141,769 千円
（事業者自己資金：21,769千円、 金融機関からの融資額：80,000千円、 交付額：40,000千円、 その他：0千円）

事業実施主体：株式会社あいや 連携する地域金融機関：西尾信用金庫

・その他の関係主体
西尾市や西尾市観光協会をはじめ、西尾市民間支援機関とも協力し合い、観光・文化交流拠点を本事業にて整備。西尾市観光協会が
当拠点を盛り込んだ観光ルートを構築するなど、西尾観光協会、愛知県、名古屋商工会議所、名古屋鉄道とも連携。西尾信用金庫は、
全国の信用金庫のネットワーク等を活かし旅行や視察先を検討している方に、あいやの工場見学の紹介をするなど、全面的に支援。

地域課題を地域資源を活用し、解決を目指すことで、西尾観光協会、愛知県、名古屋商工会議所、名古屋鉄道、地域
金融機関といったステークホルダーとの連携が出来ている。
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３.事業の概要

①事業内容

②事業の実施状況

•期間限定コースを設けるなど、常に新たな体験を考案・導入。これにより、
観光客に目新しさを与え、再来訪へのきっかけを作ることができている。

•近年の抹茶需要の高まりに伴い、販売が大きく拡大。雑誌・新聞・テレ
ビ等で取り上げてられたことで、認知度を上げることができた。

• SNSへの投稿を促し、広範囲への訴求力を高める仕組みをデザインし
たことで、新たな観光客を呼び込むことができた。

③工夫した点

•大型バス受入可能な駐車場の整備、工場のバリアフリー化、製
造ラインの見学、多種多様な体験施設、販売所の整備を実施。

•抹茶の原料の碾茶を自分好みにブレンドし、茶臼でひき、茶室
で点てて飲めるという総合的な抹茶体験、農家のこだわり学習、
スイーツプレートで抹茶スイーツを味わえるサービス、記念写真、
記念品の贈呈など、多種多様な体験及びサービスを開発した。

４.取り組みの成果

①事業の成果

•抹茶関連需要が広まって販売が拡大している。
•抹茶の魅力を知った観光客の再来訪が促され、交流
人口が増え、雇用の拡大、耕作放棄地の解消、西尾
市の経済活性化、ひいては西尾市の定住人口増加の
好循環創造に貢献している。

②地域経済循環の創出効果

• 「抹茶ミュージアム西条園 和く和く」にて地域資源の活
用を実施。

•海外への販路拡大による出荷量の増大にあわせて、従
業員数も本事業計画当初から約45％アップしており、
地域人材を積極的に雇用している。

•記憶に残る抹茶体験をコンセプトに、ハード面・ソフト面ともに抹茶に関連する今までに無い、全く
新しい 『BtoC』 向けの体験施設を整備し、西尾市に何度でも来たくなる仕組みを構築する。

•西尾市や西尾市観光協会をはじめ、西尾市民間支援機関とも協力し、地域のランドマーク的な
施設を作り、『西尾の抹茶』・日本文化関連体験、抹茶製造工場見学ができる観光・文化交流
拠点を整備する。

③雇用創出効果

•抹茶ミュージアム
西条園にて5名
程度の雇用を創
出。

抹茶ミュージアム西条園 和く和く
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観光世界文化遺産「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

奈良県
斑鳩町

•法隆寺は修学旅行などで誰もが1度は行く観光地ではあるが、再
度行きたい場所とらえられておらず、リピーターが少なかった。また、地
域としても10年程前までは地域の観光政策がほとんどなく、また特
に問題視もされていなかった。

•その後、地域で観光政策に取り組む必要性が認識され始め、世界
文化遺産「法隆寺」を抱える地域として、行政や各種団体、住民
や事業所が一体となって観光による地域活性化の取り組みが始ま
り、行政から斑鳩産業にアプローチをかけ、共同で観光事業の展開
に向けた検討を開始した。

１.事業着手の経緯（事業実施の背景）

•斑鳩町・商工会・観光協会・民間企業・各種団体・住民が連携し、
観光産業を盛り上げることは共通認識となり、通過型観光から滞
在型観光・まち歩き観光への移行が合言葉になった。

•観光振興等でまちに活気が生まれれば、「何かやってみよう」といった
チャレンジ精神が生まれる。これは子どもやお年寄りなどでも機会は
同様に与えられる。

•高齢者に生きがいを提供し、そして自ら問題を解決する原動力とな
るよう、ボランティアだけでなくコミュニティビジネス・ソーシャルビジネスと
して取り組まなければ再生はできないと考えた。

①地域資源を生かした観光振興（もう一度法隆寺） ②地域一体のコミュニティビジネス・ソーシャルビジネス

２.事業主体・事業費等の概要

・初期投資額等合計：35,832 千円
（事業者自己資金：0千円、 金融機関からの融資額：18,000千円、 交付額：17,832千円、 その他：0千円）

事業実施主体：斑鳩産業株式会社 連携する地域金融機関：南都銀行

・その他の関係主体
奈良県、斑鳩町、斑鳩町観光協会、斑鳩町商工会、東栄会商店街、斑鳩ブランド創造協議会、奈良県立大学などと、情報の共有化。
南都銀行との連携体制を強化し、全町あげた地域活性化の取り組みに賛同して頂き、資金面でのフォロー体制を整える。

•金融機関とは、斑鳩町において本業で40年以上事業を行う中で南都銀行と継続して付き合いがあり、信頼関係の基盤
ができていたことから、プロジェクトベースでも融資を得やすい状況であった。

•また、観光事業で地域経済循環への貢献で実績を積む中で、取引先銀行内での同社の評価が向上し、その結果、融資
を得やすくなった。
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３.事業の概要
斑鳩名物 竜田揚げランチ和CAFÉ布穀薗 外観①事業内容

②事業の実施状況

• カフェの売上は好調で、特に「斑鳩名物竜田揚げ」の浸透と、奈良県内
のかき氷ブームもプラス要因で、地産地消が受け入れられている。

•店舗で販売する土産物開発（全粒粉入り素麺・法隆寺てぬぐい）に
も取り組み、またコロナ禍においてテイクアウト・スイーツ巡り・テラス席の
設置なども来店者に高評価を得ている。

③工夫した点

•平成30年に観光案内所をオープンし、体験ツアーの販売と和
CAFE布穀薗でのランチを組み合わせたり、土産物スペースを設
置して、販売するなど、客単価向上を図っている。

• TV・雑誌・SNSでの情報発信により、新規のお客様を獲得。

４.取り組みの成果

①事業の成果

•布穀薗のオープン後、半径100mエリア内に1年間で新
たに4店舗がオープンするなど、地域のけん引役になって
いる。また、観光客の増加などから、地域全体として今
後更なる雇用の拡大が期待できる。

• 「斑鳩名物竜田揚げ」は、観光案内所の体験ツアーとコ
ラボレーションしているほか、周辺店舗でもメニューに取り
込まれ、知名度が浸透している。

②地域経済循環の創出効果

•他の地域にない特色を出す上で、地域資源、地域人
材を活用し、食材や食器、家具等、7～8割は奈良県
産品のものを使用しており、それが好評であるため、カ
フェの売上も上昇している。

•観光分野においては令和2年時点で34の体験プランを
造成・販売しており、社寺など地域資源の体験先からは
誘客を期待されている。

•まちあるき観光拠点整備事業として、区域内で築140年の古民家をカ
フェ（店名：和CAFE布穀薗）に改装し、運営。

•商店街活性化事業として同区域内の空き家・空き地や既存住宅の
カーポートスペースなどを利用して屋台を設置、人の流れを創出。

•情報発信事業として、町内各所（4箇所）にクラウドを活用したデジタ
ル屋外型ディスプレイを設置、観光や暮らしの情報を発信。

③雇用創出効果

• カフェ、観光案内
所における地域
人材活用を実施
し、平成26年か
ら現在までに12
名の雇用を創出。
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商工「阿波藍」を活用した地域経済の好循環実現徳島県

１.事業着手の経緯（事業実施の背景）

①地域資源（藍染）の再生 ②地域資源（木材）の再生

２.事業主体・事業費等の概要

・初期投資額等合計：142,583 千円
（事業者自己資金：2,583千円、 金融機関からの融資額：90,000千円、 交付額：50,000千円、 その他：0千円）

事業実施主体：徳島藍ジャパンブルー推進協議会（代表幹事 大利木材株式会社） 連携する地域金融機関：阿波銀行

・その他の関係主体
徳島大学、四国大学によるLED栽培、水耕栽培、品種改良、遺伝子組み換えなどの技術開発サポート。県立工業技術センターによる色素
抽出、色素増加技術の研究と新技術開発のサポート。

行政や金融機関とは、藍の生産や代表企業の製品開発、販路拡大の支援を行うことで連携していた。

•経済産業省より、藍の活用についての地域資源認定を受け、徳島
の代表的な地域資源である藍を従来の伝統的活用方法である繊
維の染の世界だけでなく、塗料のような扱いを可能とすることで、用
途・活用製品の幅を拡げる事が出来ないかという課題の元取り組み
を開始した。

•東京オリンピック等により、藍染めの独特の風合いが「ジャパンブ
ルー」として世界的に注目を集めるなか、「阿波藍」をテーマに、日本
そして徳島の名を世界に発信する。

•徳島県の政策として、地球環境保全の観点から、地域の木材を循
環型資源として有効活用することが求められ、都市部で木材の売り
込みを行っていた。

•しかしながら、国内の木材売込みでは、既に他県が先んじており、こ
の分野に進出すれば価格競争となることが予想された。

•そこで、徳島県の地域資源である「阿波藍」と木材を組み合わせた
商品を開発し、地域の独自性で勝負しようと考えた。
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３.事業の概要
藍染め木材シート徳島杉と藍顔料①事業内容

②事業の実施状況 ③工夫した点

•休耕田を有する農家を巻き込み、生産面積を年々増やした。藍の精製量も年々増大し、
経験値と共にその効率を上昇させ、原料コストも抑制させている。

• 「阿波藍」を世界に強力に発信することを目的に、志を同じくする木材業、皮革行、食品製
造業、農業等、幅広い業種で構成する「徳島藍ジャパンブルー推進協議会」を設立。

• 「阿波藍」の栽培・染料の製造・販売までの一連の過程を地域で循環させるシステムを構築
し、定着を目指している。

４.取り組みの成果

①事業の成果

•新たな雇用の創出が生まれ、藍栽培等に追究心のある
人材の確保・育成が図られている。地域特有の資源で
ある「阿波藍」を活用した藍農業の復活・活性化に寄
与している。

•本県の地場産業である木工業等のものづくりの伝統技
術の承継に貢献している。

②地域経済循環の創出効果

•藍と木材という地域資源を活かそうと、「藍染建材」の開
発を行っており、地域資源の循環に寄与している。

•藍色は「勝ちこん」やジャパンブルーの由来とされており、
このストーリーは海外でも評判がよく、海外の販路拡大
にもつながっており、日本の特産品として地位が向上し
ている。

•地域の藍栽培農家から原料となる「阿波藍」を購入し、工業系顔料と
しての加工処理を行い、建材や皮革製品、木工製品、食品等を製造
する事業者等に販売。

•原料である「阿波藍」の安定供給と大量生産を目指し、農作業の省力
化や水耕栽培の研究を行うとともに、より品質の高い色素が得られるよ
う「阿波藍」の品種改良を行う。

③雇用創出効果

•雇用面では、地
域人材活用とし
て7名の雇用効
果が創出されて
いる。

•藍顔料と藍関連製品の収入及び正社員の
雇用者数、原料となる藍の栽培面積の増
加に加え、藍顔料の生成効率が向上。

•徳島県産の天然藍を原材料とした商材を
大手流通メーカーとコラボレーションし、商品
開発を実施。受注も増加傾向にある。



応募に当たって不明な点があればお気軽にご相談ください！
総務省地域力創造グループ地域政策課
電話：０３－５２５３－５５２３（直通）
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