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北海道

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

地域再生 北海道産業活性化創業促進計画
・国民生活金融公庫の「新創業融資制度」の要件緩和
・日本政策投資銀行の低利融資等

産学連携製造中核人材育成事業

北海道型生産管理中核人材（ものづくりエキス
パート）育成プロジェクト
学校法人北海道工業大学大学院
北海道立工業試験場

産学連携製造中核人材育成事業
次世代型農業機械システム製造技術者の育成事業
国立大学法人北海道大学大学院

産学連携製造中核人材育成事業
北海道鋳物産業における中核人材育成プロジェ
クト
国立大学法人室蘭工業大学

札幌市、千歳
市、網走市、釧
路市、斜里町

国際競争力のあ
る観光地づくり 中国教育旅行誘致促進事業 ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業

平成17年度実施 教育
旅行誘致

都市再生プロジェクト
「地方中枢都市における先進
的で個性ある都市づくり」

＜人と環境を重視した都心づくり＞
○前世紀から引き継いだ都市基盤､多雪寒冷等
の地域特性を活用
○次世紀に引き継げる人と環境を中心に据えた
都心づくりを推進

都市再生プロジェクト
「ＰＦＩ手法の一層の展開」

国家公務員宿舎整備事業（幌北住宅）につい
て、民間事業者と事業計画を締結（H16.11）

都市再生プロジェクト
「地球温暖化対策・ﾋｰﾄｱｲﾗﾝ
ﾄﾞ対策の展開」

「札幌市都心地域」をモデル地域として選定
（H17.4）

都市再生プロジェクト
「都市の安全・安心の再構築」

「札幌市薄野」をモデル的取組の展開を図る地
区として位置づけ(H17.6)

都市再生緊急整備地域
「札幌駅・大通駅周辺地域」
（144ha）

○北3西4地区について、都市再生特別地区決定
（H15.7）

都市再生緊急整備地域
「札幌北四条東六丁目周辺地
域」（19ha）

○北海道ｶﾞｽ札幌工場敷地(17.6稼働停止)を中
心とした一体的な開発予定(16.11再開発研究
会を発足)

全国都市再生モデル調査
「美しいまちづくり推進調査」

・全国の美しいまちづくり活動団体のネットワーク化
・大学等との連携による美しいまちづくり活動の育成
・美しいまちづくりを通じて、景観形成・地域再生

札幌市等

全国都市再生モデル調査
「札幌都心部ｽﾄﾘｰﾄ文化創出
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」

・近代化で失われてきた“水”の再生を活用
・都市計画提案制度の活用
・ＤＶＤ、ホームページ等によるプロモーション

全国都市再生モデル調査
「産業遺産を活用した都市観
光の展開とコミュニティビジ
ネスの創出」

・産業遺産を積極的に活用した都市観光の推進
・ビジネス展開等の方策の検討

さっぽろベンチャー創出特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

ビジネス人材育成特区 ・夜間大学院における留学生の受け入れ
・特例の全国化済
・同一計画の区域（小
樽市）

ビジネスフロンティア育成特区

・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置
・運動場に係る要件の弾力化による大学設置
・空地に係る要件の弾力化による大学設置

北海道

ものづくり

札幌市

都市再生

構造改革特区
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北海道

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

風を感じる北のまちづくり・
札幌カーシェアリング特区

・無人の自動車貸し出し（レンタカー型カーシェア
リング）

・特例の全国化済

札幌市高度ICT人材育成特区
・講座修了者に対する初級システムアドミニスト
レータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除

安心して働ける街さっぽろ特区 ・官民共同窓口の設置による職業紹介 ・特例の全国化済

開拓史のシンボルマーク
（★）を探せ！～北海道の開
拓歴史を学ぶ旅～

北海道庁旧本庁舎、豊平館、時計台、旧永山武
四郎邸、サッポロビールファクトリー、サッポ
ロビール園、札幌ビール博物館、北海道大学札
幌農学校第２農場、清華亭、北海道大学付属植
物園

北の大地への感謝と祈り～縄
文文化・アイヌ文化への旅

北海道開拓記念館、北海道立埋蔵文化センター

先進性を活かしたニュービジネ
スの街、人にやさしいおもてな
しの街“さっぽろ”雇用創出計
画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

アートツールを活用した地域
コミュニティの再生

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

北海道スーパー・クラスター
振興戦略（バイオ分野）

機能性賦活化技術を利用したタマネギ等による
機能性食品の開発

北海道スーパー・クラスター
振興戦略（バイオ分野）

北海道産の有用微生物を利用した家畜用サプリ
メントの商品化

北海道スーパークラスター振
興戦略（情報分野）

Ｗｅｂデザインなど幅広い用途に利用可能な国内
トップシェア５割を占めるデジタルフォト（コンテ
ンツ）コレクション「素材辞典」の製作

北海道スーパークラスター振
興戦略（情報分野）

いち早くカーナビに参入し全国地図のデータ
ベース化を達成。ユーザー用途に応じたオー
ダーメイドデジタル地図の提供。

地域新生コンソーシアム研究
開発事業

・吹雪障害防止のための翼型誘導板を有する新型の
高性能な防雪柵を開発。吹雪による視程障害、並び
に吹溜まりに基づく道路交通障害を防止する高性能
を有する新型防雪柵を実用化。

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画

パイロット・プロジェクトとしてまちづくり促
進地区を指定し，協議体制の整備，地区まちづ
くり指針の策定，都市計画の効果的運用等によ
る支援を行う。

札幌狸小路商店街
安全・安心の街へ、商店街が中心となって防犯
警備を行い快適な歩行空間を確保

　

本郷商店街
歩行者に優しい街並み作りと「ＹＯＳＡＫＯＩ
ソーラン祭り」など年間を通したイベントによ
る魅力的な商店街づくり

　

全国都市再生モデル調査
「函館市歴史的街なみ・まち
づくり推進計画調査」

・住みたくなる街、住み続けたい街の計画づくり
・自ら考え行動するきっかけづくりと担い手育成
・まちづくりを行なってきた人等の情報共有の場
・まちづくり交付金採択（18年度）（西部地区）

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

歴史的なたたずまいを継承した街並み・まちづ
くり

選べる福祉サービス北海道特区
・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助の支援費の日額算定

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

マリン・フロンティア科学技
術研究特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・函館市の一部（旧函
館市）

国際競争力のあ
る観光地づくり 函館移住コンシェルジュ事業 観光地づくりの構想策定

わたしの旅
北の大地への感謝と祈り～縄
文文化・アイヌ文化への旅

南茅部縄文遺跡群、大船遺跡、函館市北方民族
資料館

札幌市

構造改革特区

わたしの旅

地域再生

ものづくり

がんばる商店街７７選

函館市

都市再生

構造改革特区
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北海道

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

わたしの旅 縄文の時代を尋ねて
函館空港中野遺跡、大船遺跡、大船遺跡埋蔵文
化財展示館

地域再生 函館雇用創出計画
・日本政策投資銀行の低利融資等
・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

がんばる商店街７７選 函館西部地区バル街
スペインの「バル街」に見立てて「飲み」・
「歩き」を徹底的に楽しもうというユニークな
コンセプトを設定

　

都市再生
全国都市再生モデル調査
「新都市軸を活用したまちづ
くり」

・倉庫や市場など既存ストックの活用
・歩行者動線ネットワークの構築
・中心市街地の活性化

選べる福祉サービス北海道特区
・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助の支援費の日額算定

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

ビジネス人材育成特区 ・夜間大学院における留学生の受け入れ
・特例の全国化済
・同一計画の区域（札
幌市）

港湾物流特区 ・重量物輸送における重量制限の緩和
・同一計画の区域（石
狩市の一部（石狩湾新
港地域の一部））

福祉のまちづくり推進特区
・肢体不自由児施設等における調理業務の外部委託
の容認

・特例の全国化済

国際競争力のあ
る観光地づくり

小川原格塾（平成18年2月
16日(木)～17日(金)開催）

観光カリスマ塾

わたしの旅
小樽発“鰊漁場の跡”をたず
ねる旅

祝津港、小樽市鰊御殿（旧田中家番屋）、旧青
山家別邸、旧白鳥家番屋、銀鱗荘、旧余市福原
漁場、旧下ヨイチ運上家、海辺の家「運上屋」

がんばる商店街７７選 小樽運河周辺商業集積
小樽運河周辺の歴史的建造物とその街並みを保
全し、石造建造物を商業施設として再活用を図
りながら、にぎわいづくりを推進

　

旭川市 地域再生
旭山動物園を起爆剤とした観光
振興による地域活力再生構想

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

都市再生プロジェクト
「地球温暖化対策・ﾋｰﾄｱｲﾗﾝ
ﾄﾞ対策の展開」

「室蘭市臨海地域」をモデル地域として選定
（H17.4）

全国都市再生モデル調査
「「エンターティンメントな
港まちづくり事業」調査」

・中央埠頭３号倉庫の有効活用でみなとに関心を引く
・室蘭港立市民大学による市民おこしとまちづくり
・ガイドマップ作成から文化への関心と意識づくり

全国都市再生モデル調査
「低密度･積雪寒冷地域におけ
る老若版ｼｪｱﾊｳｽの社会実験」

・高齢者の住宅に大学生が居住するシェアハウ
ス実験
・集落における高齢者の自立的居住の促進

18年度採択分

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

環境共生まちづくり

全国都市再生モデル調査
「地方臨海工業都市の「ま
ち」を元気にするために地元
工場の新たな取組や都市再生
の動き等を活用する方策を検
討する調査」

・製鉄、製鋼、造船等でかつて発展した都市の活性化
・環境産業の発展と絡めた工場跡地等の利用の検討

構造改革特区
室蘭登別白老広域連携福祉輸
送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

釧路市 都市再生
全国都市再生モデル調査
「「くしろ復活宣言」事業調
査」

・既存の公共施設の活用
・音楽などの発表の場の提供
・音楽関係者、商店街、放送局関係者等による
検討会
・まちづくり交付金採択（18年度）（釧路川水
際交流拠点地区）

函館市

小樽市

構造改革特区

室蘭市

都市再生
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北海道

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

全国都市再生モデル調査
「温泉街まるごとﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼｽ
ﾃﾑ構築調査-温泉街全体の来
訪者満足度調査」

・インターネットを利用したシステムの構築
・阿寒湖温泉全体のマーケティングリサーチ
・まちづくり交付金採択（18年度）（阿寒湖温
泉地区）

全国都市再生モデル調査
「釧路駅周辺における｢自助･
共助･公助｣に根ざした(防災)
まちづくり調査」

・防災対策を検討する訓練（ＤＩＧ）を体験実験
・地域住民全体の防災意識の醸成
・防災の視点から駅周辺に求められる機能の検討

18年度採択分

選べる福祉サービス北海道特区
・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助の支援費の日額算定

・特例の全国化済
・釧路市の一部（旧釧
路市、旧音別町）
・同一計画の区域（注１）

釧路市ハートフルセダン型特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

釧路・白糠次世代エネルギー
特区

・ジメチルエーテル試験研究施設の変更工事の手続
き簡素化

・特例の全国化済
・釧路市の一部（旧釧路市）
・同一計画の区域（白糠町）

国際競争力のあ
る観光地づくり

阿寒湖温泉ＦＶＳ向上プラン ～
来阿外国人満足度向上事業～

観光ルネサンス事業
（まちづくり交付金と連携）

わたしの旅
北の大地への感謝と祈り～縄
文文化・アイヌ文化への旅

阿寒湖エコミュージアムセンター、阿寒湖、ア
イヌコタン

都市再生

全国都市再生モデル調査
「北の屋台を中心とした十勝
独自のエネルギーネットワー
クモデルの構築」

・ローカルエネルギーネットワークの設計と実践
・エネルギーの回収・再利用の推進

地域再生
「食」を中心とした地場産業
の振興による雇用促進計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

立ち上がる農山漁村 帯広市川西農業協同組合 長いものブランド化と輸出促進 平成１６年度選定

がんばる商店街７７選 帯広市中心部１０商店街等
寒さの厳しい北海道において不可能とされてい
た「屋台」を新たな発想により創り上げ帯広モ
デルとして全国に発信

　

都市再生

全国都市再生モデル調査
「交通結節点であるJR北見
駅周辺地区への各種機能(公
共ｻｰﾋﾞｽ･住宅･商業･観光関連
産業等)の集約化による都市
活性化推進調査」

・交通結節点への各種機能の集約化
・既存ストックの活用した交流人口、定住人口の拡大
・まちなかのにぎわい創出と地域経済への波及効果

北の大地への感謝と祈り～縄
文文化・アイヌ文化への旅

ところ遺跡の森、東京大学文学部常呂資料陳列館、
ワッカ原生花園（ワッカネイチャーセンター）

旧石器時代を体験する旅／オ
ホーツクの古代遺跡を訪ねて

ところ遺跡の森、東京大学文学部常呂資料陳列館 特別賞

地域再生
北見市工学的農業ビジネス創
造計画

・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点の形
成」プログラム

がんばる商店街７７選 北見市内４商店街
大型空き店舗を活用したチャレンジショップ運営と
各種イベント事業による賑わい創出を目指す

　

都市再生
全国都市再生モデル調査
「市民がつくる映像文化のま
ちづくり」

・映像文化のまちづくりへ市民参加の促進
・中心市街地活性化事業と連携した交流拠点づくり
・NPO法人などの民間活力を活かした推進体制づくり

わたしの旅
屋根のない博物館「そらち炭
鉱回廊」を行く

ゆうばり石炭の歴史村、鹿の谷倶楽部（夕張鹿
鳴館）、北炭滝之上水力発電所、幸福の黄色い
ハンカチ想い出広場、夕張メロンドーム

釧路市

都市再生

構造改革特区

帯広市

北見市
わたしの旅

夕張市
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北海道

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

全国都市再生モデル調査
「無線アクセス活用型コンテン
ツサービスに関する実地検証」

・ユビキタスネットワーク社会形成
・高齢者等への新たなコミュニティサービスを創出
・ビジネス情報の流通促進による地域経済の活性化
・まちづくり交付金採択（17年度）（岩見沢駅周
辺地区）

全国都市再生モデル調査
「岩見沢市における大学とま
ち・住民・産業との包括的交
流によるまちづくり」

・大学再編による地域への影響の把握
・まち全体をキャンパスと見立てた町の再生を
検討

構造改革特区 ITビジネス特区

・５ＧＨｚ帯無線アクセスシステムにおける空中線
利得増大の容認
・電気通信業務以外での無線アクセスシステム活用
の容認

・特例の全国化済
・岩見沢市の一部（旧
岩見沢市）

疏水百選 北海幹線用水
石狩川中流部の穀倉地帯約２６，０００ｈａの
水田に水を供給している大幹線用水路。

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
環境共生・地域個性・回遊できる商店街の創造
を基本方針として、中心街が元気になるような
基盤整備事業を実施する。

都市再生 全国都市再生モデル調査
「網走港川筋地区利活用調査」

・網走港川筋地区の交流拠点づくり
・網走港川筋地区と中心市街地との人の動線づくり
・水辺を生かした体験イベントの展開

構造改革特区
網走市オホーツクふれ愛輸送
特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

北の大地への感謝と祈り～縄
文文化・アイヌ文化への旅

北海道立北方民族博物館、最寄貝塚、モヨロ貝
塚館

旧石器時代を体験する旅／オ
ホーツクの古代遺跡を訪ねて

最寄貝塚、網走郷土博物館、道立北方民族資料
館、網走監獄博物館

特別賞

都市再生
全国都市再生モデル調査
「留萌港を活用した対岸貿易
等に関する調査」

・農産・水産・酪農製品の台湾輸出可能性の調査
・冷熱貯蔵施設及び輸送システムの概念検討
・留萌港における輸送能力調査

選べる福祉サービス北海道特区
・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助の支援費の日額算定

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

留萌市ふれあいセダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

都市観光の推進

全国都市再生モデル調査
「美しい｢ﾏﾁ｣~｢みなと｣空間
による｢日ﾛ友好最先端都市｣
の形成」

・風雪シミュレーション実験によるパターン評価等
・稚内駅周辺拠点を活用するニーズやソフトの検討
・｢マチ｣～｢みなと｣の美しい景観形成方針の策定

全国都市再生モデル調査
「「日ロ友好最先端都市」に
ふさわしい国際交流活力によ
る、にぎわい文化-最北情景
創出調査」

・みなとと中心市街地を結ぶハードの施設整備の検討

・日ロ交流を活かした、交流人口の増加を促進

国際交流特区
・数次短期滞在査証の発給手続の簡素化
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備

・特例の全国化済

てっぺん教育力育成特区 ・市町村負担教職員任用の容認 ・特例の全国化済

ワイワイ子育て・楽しさ支援
特区

・幼稚園児と保育園児の合同活動
・保育事務の教育委員会への委任

・特例の全国化済

構造改革特区 美唄市情報処理技術者育成特区
・講座修了者に対する初級システムアドミニスト
レータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除

わたしの旅
屋根のない博物館「そらち炭
鉱回廊」を行く

炭鉱メモリアル森林公園、アルテピッツァ美唄

岩見沢市

都市再生

網走市

わたしの旅

留萌市

構造改革特区

稚内市

都市再生

構造改革特区

美唄市
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北海道

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

美唄市 疏水百選 北海幹線用水
石狩川中流部の穀倉地帯約２６，０００ｈａの
水田に水を供給している大幹線用水路。

構造改革特区
芦別市サテライト型居住施設
特区

・サテライト型特別養護老人ホームの設置の容認 ・特例の全国化済

わたしの旅
屋根のない博物館「そらち炭
鉱回廊」を行く

旧頼城小学校（現・星槎大学）、炭山川鉄橋、
新・坑夫の像

選べる福祉サービス北海道特区
・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助の支援費の日額算定

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

江別市認知症高齢者グループ
ホーム短期入所事業利用特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショートス
テイの受入れ

・特例の全国化済

疏水百選 篠津中央篠津運河用水

戦後の食糧増産に寄与するため、広大な泥炭地を農
地として開発する国家的一大プロジェクトとして昭
和26年から19年もの歳月と当時で217億円という
巨費を投じて完成した巨大水路。

地域再生

「ソーシャル・エンタープライ
ズの拠点・メッカ」づくりを通
した地域活力・コミュニティの
再生

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

わたしの旅
屋根のない博物館「そらち炭
鉱回廊」を行く

住友赤平炭鉱立坑櫓、住友赤平炭鉱採炭用機械
類（旧自走枠工場内）、ズリ山階段

疏水百選 北海幹線用水
石狩川中流部の穀倉地帯約２６，０００ｈａの
水田に水を供給している大幹線用水路。

紋別市 構造改革特区
オホーツク紋別地域外国人研
修生受入れ特区

・外国人研修生受入れ促進 ・同一計画の区域（注３）

士別市 構造改革特区
士別市安心・安全輸送セダン
型特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

名寄市 構造改革特区
小規模サテライト型障害者入
所施設北海道特区

・サテライト型障害者施設の設置の容認
・名寄市の一部（旧名寄
市）
・同一計画の区域（注４）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「炭鉱資源を観光面とｴﾈﾙｷﾞｰ
面から再評価･活用したｴｺﾐｭｰ
ｼﾞｱﾑ調査」

・炭坑遺産を観光資源やエネルギー資源として活用
・地域コミュニティの再生を図る調査

18年度採択分

構造改革特区 岡山・萱野小中一貫教育特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）
・三笠市の一部（岡山
小・萱野中学校校区）

わたしの旅
屋根のない博物館「そらち炭
鉱回廊」を行く

住友奔別炭鉱立坑櫓、幌内地区、三笠鉄道村、
三笠鉄道記念館

疏水百選 北海幹線用水
石狩川中流部の穀倉地帯約２６，０００ｈａの
水田に水を供給している大幹線用水路。

根室市 地域再生
地域資源を活かした産業担い
手育成による雇用創造計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「Ｃｉｔｏｓｅ ＫＡＷＡ－Ｋ
ＡＯ Ｐｌａｎ (千歳「川・
顔」計画)  の  実現方策検討
調査」

・市民・企業・行政の協働
・千歳川の魅力をまちの再生に活かす
・FM放送局の創設による交流・ネットワーク
づくり

小規模サテライト型障害者入
所施設北海道特区

・サテライト型障害者施設の設置の容認 ・同一計画の区域（注４）

千歳市幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

農村再生特区 ・農地取得後の農地の下限面積要件緩和 ・特例の全国化済

滝川市 都市再生

全国都市再生モデル調査
「難病児のための体験施設を
中核とするユニバーサル都市
再生プロジェクト推進調査」

・公園緑地等既存ストックの活用
・難病児体験施設の立地
・ユニバーサル都市の構築

芦別市

江別市

構造改革特区

赤平市

三笠市

千歳市

構造改革特区
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北海道

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

滝川市 地域再生

難病児自然体験施設を中核とす
る「みんなに優しいまち滝川」
再生計画
～病気とたたかう子どもたちに
夢のキャンプを～

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

構造改革特区 砂川市セダン型輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

わたしの旅
屋根のない博物館「そらち炭
鉱回廊」を行く

菓子店の並ぶ「スイートロード」、馬具メー
カー「ソメスサドル」

疏水百選 北海幹線用水
石狩川中流部の穀倉地帯約２６，０００ｈａの
水田に水を供給している大幹線用水路。

歌志内市 わたしの旅
屋根のない博物館「そらち炭
鉱回廊」を行く

歌志内市郷土館「ゆめつむぎ」、空知炭鉱倶楽
部（現こもれびの杜記念館）、上歌砿会館（悲
別ロマン座）

構造改革特区 富良野市幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

国際競争力のあ
る観光地づくり

人にも優しい国際観光地づく
り事業（ふらの一人歩きサ
ポートプログラム）

観光ルネサンス事業

室蘭登別白老広域連携福祉輸
送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

登別市産業活性化ＩＴ人材育
成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニスト
レータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除

都市再生
全国都市再生モデル調査
「「新　水と緑のやすらぎプ
ラン」策定」

・新たな視点での森づくり
・自然とのふれあいを重視する川づくり
・市民と協働によるまちづくり
・まちづくり交付金採択（16年度）｢南島松地区｣

選べる福祉サービス北海道特区
・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助の支援費の日額算定

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

恵庭市幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

地域再生
花のまち・恵庭『開花』プロ
ジェクト

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

高齢者安心まちづくり

全国都市再生モデル調査
「伊達ｳｪﾙｼｰﾗﾝﾄﾞ構想に係る
住宅流通事業化支援調査」

・安心して住み続けることができる豊かなまち
づくり
・少子高齢社会に対応した生活産業の創出
・雇用の促進と経済活性化の検討

小規模サテライト型障害者入
所施設北海道特区

・サテライト型障害者施設の設置の容認
・伊達市の一部（旧伊
達市）
・同一計画の区域（注４）

選べる福祉サービス北海道特区
・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助の支援費の日額算定

・特例の全国化済
・伊達市の一部（旧伊
達市）
・同一計画の区域（注１）

わたしの旅
北の大地への感謝と祈り～縄
文文化・アイヌ文化への旅

北黄金貝塚公園

都市再生
全国都市再生モデル調査
「輪厚地区地域再生推進調査」

・地域資源を活用した新たな産業の創出
・人々が集い、交流するまちづくり
・地区間連絡性の強化による市全体の活性化

小規模サテライト型障害者入
所施設北海道特区

・サテライト型障害者施設の設置の容認 ・同一計画の区域（注４）

選べる福祉サービス北海道特区
・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助の支援費の日額算定

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

北広島市幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

エルフィンタウン北広島セダ
ン特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

砂川市

富良野市

登別市 構造改革特区

恵庭市
構造改革特区

伊達市

構造改革特区

都市再生

北広島市

構造改革特区
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北海道

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

小規模サテライト型障害者入
所施設北海道特区

・サテライト型障害者施設の設置の容認
・石狩市の一部（旧石
狩市、旧厚田村）
・同一計画の区域（注４）

選べる福祉サービス北海道特区
・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助の支援費の日額算定

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

港湾物流特区 ・重量物輸送における重量制限の緩和

・石狩市の一部（石狩
湾新港地域の一部）
・同一計画の区域（小樽
市）

石狩市あい風はこぶ福祉輸送
特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

構造改革特区 選べる福祉サービス北海道特区
・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助の支援費の日額算定

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

疏水百選 篠津中央篠津運河用水

戦後の食糧増産に寄与するため、広大な泥炭地を農
地として開発する国家的一大プロジェクトとして昭
和26年から19年もの歳月と当時で217億円という
巨費を投じて完成した巨大水路。

構造改革特区 新篠津村福祉輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

疏水百選 篠津中央篠津運河用水

戦後の食糧増産に寄与するため、広大な泥炭地を農
地として開発する国家的一大プロジェクトとして昭
和26年から19年もの歳月と当時で217億円という
巨費を投じて完成した巨大水路。

松前町 構造改革特区
松前町ふれあいステーション
輸送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

森町 構造改革特区 森町ボランティア輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

都市再生

全国都市再生モデル調査
「｢100人の語り部｣発掘ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ~訪問客と町民の玄関交
流創出に向けた仕掛づくり」

・歴史を示す骨董や民具のほか、昔話等を活用
・地域の歴史文化を紹介する「語り部」の育成等
・滞留型観光地の可能性を探る調査

18年度採択分

がんばる商店街７７選 江差町歴まち商店街
歴史的・文化的・人的資源を生かし、「守り」
「育て」「創る」まちなみ整備と商店街活性化

　

厚沢部町 構造改革特区 厚沢部町セダン型車両輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

乙部町 構造改革特区 公設民営高齢者福祉特区
・地方公共団体の設置する特別養護老人ホームの管
理委託

有機酪農と有機農業の推進特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認

・特例の全国化済
・せたな町の一部（旧
瀬棚町）

せたな町ふれあい輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

立ち上がる農山漁村 (有)ヒルトップファーム
建設会社の農業参入による安全･安心のめん羊
飼育とレストラン経営

平成１７年度選定

黒松内町 立ち上がる農山漁村 黒松内町 北限のブナ林をシンボルとした里づくり 平成１６年度選定

真狩村 構造改革特区 真狩村ボランティア輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

京極町 構造改革特区 京極町ボランティア輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

都市再生

全国都市再生モデル調査
「地域活力によるﾆｾｺ羊蹄｢国
際ﾘｿﾞｰﾄ都市｣の構築ｰﾘｿﾞｰﾄ景
観づくり調査」

・まちづくりと景観の面から国際リゾートの検証
・外国人の意見を反映したリゾートビジョン等の策定
・国際リゾート都市の構築

18年度採択分

構造改革特区
倶知安町ｊａｇａｔａ ＷＴセ
ダン特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

地域再生
国際リゾート都市“くっちゃ
ん”の確立

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

岩内町 構造改革特区
いきいき・あんしん・いわな
い輸送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

石狩市 構造改革特区

当別町

新篠津村

江差町

せたな町

構造改革特区

倶知安町
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北海道

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

岩内町 わたしの旅
小樽発“鰊漁場の跡”をたず
ねる旅

岩内町郷土館、鰊御殿とまり（旧河村家住宅・
旧武井家客殿）、旧田中家番屋跡、神恵内村の
袋澗

積丹町 構造改革特区 積丹町愛の架け橋セダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

古平町 構造改革特区 古平町ボランティア輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

児童福祉施設調理特区 ・児童福祉施設における調理業務担当者派遣の容認
・特例の全国化済
・仁木町の一部（銀山地
区）

優しい心の仁木町地域福祉輸
送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

赤井川村 構造改革特区 赤井川村農村再生特区 ・農地取得後の農地の下限面積要件緩和 ・特例の全国化済

南幌町､由仁
町､長沼町、
栗山町

都市再生

全国都市再生モデル調査
「南々空知地域のｽﾛｰﾗｲﾌを満
喫するﾛﾝｸﾞｽﾃｨ型移住ﾋﾞｼﾞｮﾝ
の策定」

・四町の連携による地域共通課題の解決方策
・ロングステイ型移住促進事業の実験
・地域の移住ビジョンの策定

18年度採択分

南幌町くらしの架け橋セダン
型車両輸送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

企業立地促進特区 ・土地開発公社造成地の賃貸の容認 ・特例の全国化済

疏水百選 北海幹線用水
石狩川中流部の穀倉地帯約２６，０００ｈａの
水田に水を供給している大幹線用水路。

構造改革特区 奈井江町セダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

疏水百選 北海幹線用水
石狩川中流部の穀倉地帯約２６，０００ｈａの
水田に水を供給している大幹線用水路。

由仁町 構造改革特区 風薫る福祉輸送ユニ特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

小規模サテライト型障害者入
所施設北海道特区

・サテライト型障害者施設の設置の容認 ・同一計画の区域（注４）

長沼町グリーン・ツーリズム
特区

・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

長沼町やすらぎ輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

栗山町お出かけセダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

NPO農地トラスト特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認

・特例の全国化済

選べる福祉サービス北海道特区
・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助の支援費の日額算定

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

月形町ふらわーサポートセダ
ン特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

疏水百選 篠津中央篠津運河用水

戦後の食糧増産に寄与するため、広大な泥炭地を農
地として開発する国家的一大プロジェクトとして昭
和26年から19年もの歳月と当時で217億円という
巨費を投じて完成した巨大水路。

浦臼町 構造改革特区 選べる福祉サービス北海道特区
・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助の支援費の日額算定

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

新十津川町 構造改革特区 選べる福祉サービス北海道特区
・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助の支援費の日額算定

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

沼田町 立ち上がる農山漁村
北いぶき農業協同組合(沼田
支所）

雪を利用したまち･特産品(雪中米など)づくり
～克雪から利雪･親雪へ～

平成１７年度選定

東神楽町 構造改革特区 東神楽町福祉輸送セダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

当麻町 構造改革特区 選べる福祉サービス北海道特区
・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助の支援費の日額算定

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

仁木町 構造改革特区

南幌町

構造改革特区

奈井江町

長沼町 構造改革特区

栗山町 構造改革特区

月形町

構造改革特区
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北海道

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

当麻町 構造改革特区
当麻町いきいきサポートセダ
ン型特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

上川町 構造改革特区 選べる福祉サービス北海道特区
・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助の支援費の日額算定

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

東川町 構造改革特区 北海道東川町幼保一元化特区
・幼稚園児と保育園児の合同活動
・保育事務の教育委員会への委任

・特例の全国化済

美瑛町 疏水百選 旭川聖台用水
旭川市及び東神楽町の一部高台地の１，０５０
ｈａに水を供給。

上富良野町 構造改革特区 上富良野町幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

中富良野町 構造改革特区 選べる福祉サービス北海道特区
・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助の支援費の日額算定

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

南富良野町 構造改革特区
南富良野町福祉有償輸送セダ
ン型特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

選べる福祉サービス北海道特区
・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助の支援費の日額算定

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

剣淵町ボランティア輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

下川町安心子育て特区
・保育所における私的契約児の弾力的な受け入れの
容認

森林
　モ　　リ

と人が輝くまち下川町福

祉に優しい移送特区
・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

地域再生
小さくてもきらりと輝く町・
しもかわ再生計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

苫前町 構造改革特区 苫前町しあわせ有償輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

初山別村 構造改革特区
初山別村夢とロマンと星の村
セダン特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

幌延町 構造改革特区 幌延町ボランティア輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

猿払村 構造改革特区
オホーツク海さるふつ外国人
研修生受入れ特区

・外国人研修生受入れ促進

浜頓別町 構造改革特区
北オホーツクえさし・はまとん
べつ外国人研修生受入れ特区

・外国人研修生受入れ促進
・同一計画の区域（枝幸
町）

枝幸町 構造改革特区
北オホーツクえさし・はまとん
べつ外国人研修生受入れ特区

・外国人研修生受入れ促進
・同一計画の区域（浜
頓別町）

豊富町 構造改革特区 豊富町福祉有償輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

礼文町 構造改革特区
フラワーアイランド礼文輸送
特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

利尻町 地域再生 自信と誇りで豊かな島暮らし ・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

美幌町 構造改革特区
長生きを楽しめる美幌町福祉
輸送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

津別町 構造改革特区 津別町福祉有償運送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

都市再生
全国都市再生モデル調査
「「世界自然遺産ロード」に
よる交流型都市の整備調査」

・自然環境の保全に配慮した観光受入体制の整備
・観光客等を呼び込むための魅力づくりを検討
・まちづくり交付金採択（18年度）（知床斜里駅
前周辺地区）

世界自然遺産「知床」を訪ねて
知床峠、知床自然センター、フレペの滝、ウト
ロ港、オシンコシンの滝（知床八景）、川湯硫
黄山

北の大地への感謝と祈り～縄
文文化・アイヌ文化への旅

斜里町ウトロ港（知床観光船おーろら）、斜里
朱円周堤墓、知床博物館

旧石器時代を体験する旅／オ
ホーツクの古代遺跡を訪ねて

朱円周堤墓、斜里町立知床博物館、知床自然セ
ンター

特別賞

剣淵町 構造改革特区

下川町

構造改革特区

斜里町

わたしの旅
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北海道

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

地産地消で豊かな給食特区 ・公立保育所における給食の外部搬入容認

清里町おもいやり運送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

構造改革特区 小清水町ふれあい輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

立ち上がる農山漁村 （有）シナジーこしみず ゆり農家と地域住民の連携による地域おこし 平成１６年度選定

置戸町 立ち上がる農山漁村 置戸町 オケクラフト生産･作り手養成活動 平成１７年度選定

構造改革特区 佐呂間町いきいき子育て特区
・保育所における私的契約児の弾力的な受け入れの
容認

地域再生
サロマ湖水産加工の振興と地
域の活性化構想

・補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の転用
の弾力化

佐呂間町の一部（幌岩地
区）

遠軽町、上湧
別町

都市再生

全国都市再生モデル調査
「地域に眠っている資源を掘
り起こし､それらを活用した
まちづくり｡」

・「わたしの旅」を受賞したプランの実践
・遺跡群・博物館等での石器づくりを体験学習
・交流人口と滞在型人口の増加を図る調査

18年度採択分

遠軽町 わたしの旅
旧石器時代を体験する旅／オ
ホーツクの古代遺跡を訪ねて

白滝村郷土館、遺跡発掘地点（幌加沢遠間地
点）、赤石山、悠遊塾

特別賞

上湧別町 構造改革特区 上湧別町心やすらぐセダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

湧別町 構造改革特区
オホーツク紋別地域外国人研
修生受入れ特区

・外国人研修生受入れ促進 ・同一計画の区域（注３）

構造改革特区
オホーツク紋別地域外国人研
修生受入れ特区

・外国人研修生受入れ促進 ・同一計画の区域（注３）

地域再生
「農・林・観」連携による地
場産業振興計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

構造改革特区
オホーツク紋別地域外国人研
修生受入れ特区

・外国人研修生受入れ促進 ・同一計画の区域（注３）

立ち上がる農山漁村 ノースプレインファーム(株)
「大地も草も牛も人も健康」をテーマに生産か
ら販売まで付加価値を付けた酪農で一頭一雇用

平成１７年度選定

西興部村 地域再生
西興部村「エゾシカと共に生
きる村づくり」

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

雄武町 構造改革特区
オホーツク紋別地域外国人研
修生受入れ特区

・外国人研修生受入れ促進 ・同一計画の区域（注３）

大空町 構造改革特区
大空ふれあい福祉輸送セダン
型特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

構造改革特区
室蘭登別白老広域連携福祉輸
送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

わたしの旅
北の大地への感謝と祈り～縄
文文化・アイヌ文化への旅

アイヌ民族博物館（ポロトコタン）

構造改革特区 選べる福祉サービス北海道特区
・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助の支援費の日額算定

・特例の全国化済
・洞爺湖町の一部（旧洞
爺村）
・同一計画の区域（注１）

地域再生
洞爺湖三味一体雇用のみちづ
くり再生計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

日高町 構造改革特区 日高門別とねっこ輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用
・日高町の一部（旧門
別町）

新冠町 構造改革特区 新冠町狂犬病予防特区 ・市町村による狂犬病予防員の任命

浦河町 構造改革特区
浦河町あんしん支え合いセダ
ン特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

様似町 構造改革特区 様似町アポイの樹風輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

えりも町 構造改革特区
えりも町ハートフルサービス
輸送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

新ひだか町 構造改革特区 静内ふつうの車で安心輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

清里町 構造改革特区

小清水町

佐呂間町

滝上町

興部町

白老町

洞爺湖町
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北海道

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

新ひだか町 構造改革特区 選べる福祉サービス北海道特区
・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助の支援費の日額算定

・特例の全国化済
・新ひだか町の一部
（旧静内町）
・同一計画の区域（注１）

音更町 構造改革特区 音更町ボランティア輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

上士幌町 都市再生

全国都市再生モデル調査
「「イムノリゾート上士幌」
づくりによる定住・二地域居
住促進調査」

・スギ花粉が飛散しないことを活用
・健康回復と癒しのための滞在型観光

文化のまちの心の教育特区 ・市町村負担教職員任用の容認 ・特例の全国化済

文化と人が響き合う清水町教
育特区

・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置
・市町村教育委員会による特別免許状の授与

中札内村 立ち上がる農山漁村

想いやりファーム
（(有)中札内村レディース
ファーム）

女性による無殺菌牛乳の生産・販売 平成１６年度選定

幕別町 構造改革特区 幕別町福祉有償運送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

豊頃町 構造改革特区
豊頃町ふれ愛協働のまち輸送
特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

本別町 構造改革特区
人にやさしい、温もりある福
祉のまち輸送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

足寄町 構造改革特区 足寄町子育て安心特区
・保育所における私的契約児の弾力的な受け入れの
容認

浦幌町 構造改革特区 浦幌町福祉有償運送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

厚岸町 構造改革特区
厚岸町あみか（あっけし・みん
なの・かいご）福祉輸送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

都市再生
全国都市再生モデル調査
「豊かな河川環境を活かした温
泉郷の再構築ﾌﾟﾗﾝ(仮称)策定」

・温泉等を核とした観光プログラムの開発
・自然との共生や水や緑を活かしたまちづくり

18年度採択分

構造改革特区 選べる福祉サービス北海道特区
・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助の支援費の日額算定

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

世界自然遺産「知床」を訪ねて 阿寒国立公園、摩周湖、屈斜路湖、美幌峠

北の大地への感謝と祈り～縄
文文化・アイヌ文化への旅

屈斜路湖、シアター丸木舟、裏摩周展望台

白糠町おたすけ福祉輸送セダ
ン特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

釧路・白糠次世代エネルギー
特区

・ジメチルエーテル試験研究施設の変更工事の手続
き簡素化

・特例の全国化済
・同一計画の区域（釧
路市の一部（旧釧路
市））

構造改革特区 別海町ボランティア輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

わたしの旅 世界自然遺産「知床」を訪ねて 野付半島

地域再生

「交流･健康･保養」をテーマ
として、地域の資源と魅力を
最大限活用した「標津新ふる
さと再生計画」

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

世界自然遺産「知床」を訪ねて 伊茶仁カリカリウス遺跡、三本木遺跡、古道遺跡

北の大地への感謝と祈り～縄
文文化・アイヌ文化への旅

標津サーモン科学館、ポー川史跡自然公園、ル
サ川河口、知床峠

羅臼町 構造改革特区
世界自然遺産のまち羅臼町福
祉輸送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

清水町 構造改革特区

弟子屈町

わたしの旅

白糠町 構造改革特区

別海町

標津町

わたしの旅
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北海道

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

羅臼町 わたしの旅 世界自然遺産「知床」を訪ねて
セセキ温泉、マッカウス洞窟（ヒカリゴケ生息
地）、羅臼温泉、英霊山、野付半島

同一計画の区域

（注１）函館市、小樽市、釧路市の一部（旧釧路市、旧音別町）、留萌市、江別市、恵庭市、伊達市の一部（旧伊達市）、北広島市、石狩市、
当別町、月形町、新十津川町、当麻町、上川町、剣淵町、中富良野町、洞爺湖町の一部（旧洞爺村）、新ひだか町の一部（旧静内町）、弟子屈
町、浦臼町

（注２）室蘭市、登別市、白老町

（注３）紋別市、湧別町、滝上町、興部町、雄武町

（注４）名寄市の一部（旧名寄市）、千歳市、伊達市の一部（旧伊達市）、北広島市、石狩市の一部（旧石狩市、旧厚田村）、長沼町
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青森県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

全国都市再生モデル調査
「雪と共生した持続可能な都
市づくり計画策定調査」

・雪処理のためのルールづくり
・雪処理における閉鎖性海域への環境負荷の低減
・雪に強いコンパクトシティ形成に向けた検討

全国都市再生モデル調査
「交流遺産による都市再生調
査~青函連絡船ﾒﾓﾘｱﾙｼｯﾌﾟ｢八
甲田丸｣を活かした昭和の賑
わい再生に向けて~」

・青函連絡船等を交流遺産として全国へ情報発信
・ミナトへの市民意識を涵養
・港を擁する中心市街地の再活性化
・まちづくり交付金採択（18年度）（新幹線新
青森駅・青森駅周辺地区）

全国都市再生モデル調査
「郊外住宅地からの円滑な住
み替えによる街なか居住と中
心市街地活性化の推進」

・郊外から街なかへの住み替えニーズの調査
・郊外型住宅の用途変更の方策を検討

全国都市再生モデル調査
「郊外住宅ｽﾄｯｸを活用した住み
替え&子育て支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」

・郊外からまちなかへの高齢者世帯の移住を促進
・郊外住宅ストックをファミリー世帯に賃貸す
る取組
・居住のミスマッチの解消を検討

18年度採択分

青森市障害者デイサービス特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

津軽・生命科学活用食料特区

・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

青森企業立地促進特区 ・土地開発公社造成地の賃貸の容認 ・特例の全国化済

わたしの旅 縄文の時代を尋ねて 三内丸山遺跡

市民の活力による雇用促進プ
ラン

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

「次世代に引き継ぐ豊かで美
しい自然環境」計画

・汚水処理施設整備交付金

『遊休農地等を活用した新た
なチャレンジ』計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
海に繋がる中心市街地であることや、市民生活
に密着した市場のイメージなど地区の特性を活
かした取組の推進する。

がんばる商店街77選 青森市新町商店街
コンパクトシティ構想の下、にぎわいあふれる
「福祉対応型商店街」に向けた取組み

　

都市再生

全国都市再生モデル調査
「まちなか再生の目標となる
市民による活動イメージマッ
プづくり」

・中心市街地大型店の跡地に導入すべき機能の
検討
・地域に内在する様々な資源の活用方法
・施設整備から管理・運営に係る市民の関与の
あり方

弘前ＩＴ人材育成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

・弘前市の一部（旧弘
前市）

津軽・生命科学活用食料特区

・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・弘前市の一部（旧弘
前市、旧岩木町）
・同一計画の区域（注１）

土淵堰
水源を霊峰岩木山の水系一級河川岩木川から受
けており、岩西津軽地域の約6,751haの水田を
潤す県を代表する疏水。

岩木川右岸用水

延長6700mであり、津軽地域の重要な基幹水
利施設としての役割を果たしている。また、日
本一と称される桜並木である弘前公園「桜のト
ンネル」沿いを流れる。

青森市

弘前市

疏水百選

都市再生

構造改革特区

地域再生

構造改革特区
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青森県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

弘前市 ものづくり
情報・生命・未来型ものづく
り産業プロジェクト

病理用デジタル画像貼り合わせ装置による癌細
胞観察自動化システム

全国都市再生モデル調査
「八戸中心市街地まちなか巡
りと会所場づくりによる活性
化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」

・まちなかの回遊を高めることを検討
・小路を利用したまちなか巡りと会所場作り社
会実験
・まちなか巡りルートと会所場づくり計画案の
作成
・まちづくり交付金採択（17年度）（八戸市中
心市街地地区）

全国都市再生モデル調査
「港にぎわい「おんでやぁん
せ」プロジェクト」

・港湾の未利用施設等の有効活用についての方策
・施設の認知度を上げ企業の誘致につなげる方策

構造改革特区 環境・エネルギー産業創造特区

・国有林野を自然エネルギー発電の用に供する
場合の貸付け要件の緩和
・一般用電気工作物への位置付けによる小規模
ガスタービン発電設備の導入
・特定埋立地の所有権移転制限期間の短縮（１
０年→５年）
・電力の特定供給事業の許可対象の拡大

・同一計画の区域（注２）

わたしの旅
日本昔話のふるさとを訪ね
て、心の癒しをしてもらう旅

蕪島、西宮神社、水産科学館マリエント、うみ
ねこのみち

地域再生 青森県クリスタルバレイ構想
・日本政策投資銀行の低利融資等
・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注２）

がんばる商店街77選 八戸屋台村「みろく横丁」

若手起業家育成のチャレンジショップ的要素を
持つとともに、日本初のリサイクルシステムを
取り入れた地域循環型屋台村として地域活性化
に貢献

　

黒石市 構造改革特区 津軽・生命科学活用食料特区

・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

構造改革特区 津軽・生命科学活用食料特区

・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・五所川原市の一部
・同一計画の区域（注１）

わたしの旅
太宰治ゆかりの地で津軽三味
線と復活した立倭武多を堪能
する旅

芦野公園（太宰文学碑、津軽三味線発祥の地
碑、芦ノ湖）、太宰記念館（斜陽館）、津軽三
味線会館、雲祥寺、立倭武多の館

地域再生
立佞武多を核とした観光資源の
有効活用による雇用創出計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

環境・エネルギー産業創造特区

・国有林野を自然エネルギー発電の用に供する
場合の貸付け要件の緩和
・一般用電気工作物への位置付けによる小規模
ガスタービン発電設備の導入
・特定埋立地の所有権移転制限期間の短縮（１
０年→５年）
・電力の特定供給事業の許可対象の拡大

・同一計画の区域（注２）

十和田市中心市街地にぎわい特区
・地域参加型のまちづくり計画に基づく交通規
制の実施

・特例の全国化済
・十和田市の一部（中
心市街地）

わたしの旅
見どころ満載―多彩で味な、
秋田の魅力、再発見！

十和田湖休屋、十和田神社、乙女の像、田沢
湖、辰子像、田沢湖町郷土資料館

疏水百選 稲生川用水

八甲田山や十和田湖などの自然豊かな環境を有
する地域で、奥入瀬川をはじめとする多くの河
川や奥入瀬川から上水した人工河川。現在総延
長約７１ｋｍ。

青森県クリスタルバレイ構想
・日本政策投資銀行の低利融資等
・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注２）

十和田市中心市街地再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

八戸市

五所川原市

十和田市

都市再生

構造改革特区

地域再生
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青森県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

十和田市  中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
あえて空間整備的な計画の確定を急かさず、中
心市街地活性化の主役として地域商業者や市民
への働きかけ方を重視する。

環境・エネルギー産業創造特区

・国有林野を自然エネルギー発電の用に供する
場合の貸付け要件の緩和
・一般用電気工作物への位置付けによる小規模
ガスタービン発電設備の導入
・特定埋立地の所有権移転制限期間の短縮（１
０年→５年）
・電力の特定供給事業の許可対象の拡大

・同一計画の区域（注２）

三沢市サテライト型居住施設
特区

・サテライト型特別養護老人ホームの設置の容認 ・特例の全国化済

三沢市英語教育推進特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

地域再生 青森県クリスタルバレイ構想
・日本政策投資銀行の低利融資等
・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注２）

疏水百選 稲生川用水

八甲田山や十和田湖などの自然豊かな環境を有
する地域で、奥入瀬川をはじめとする多くの河
川や奥入瀬川から上水した人工河川。現在総延
長約７１ｋｍ。

構造改革特区 環境・エネルギー産業創造特区

・国有林野を自然エネルギー発電の用に供する
場合の貸付け要件の緩和
・一般用電気工作物への位置付けによる小規模
ガスタービン発電設備の導入
・特定埋立地の所有権移転制限期間の短縮（１
０年→５年）
・電力の特定供給事業の許可対象の拡大

・同一計画の区域（注２）

青森県『安全・安心な地域の
港づくり計画』

・港整備交付金 ・むつ市の一部
・同一計画の区域（注３）

青森県クリスタルバレイ構想
・日本政策投資銀行の低利融資等
・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注２）

つがる市 地域再生
快適さと潤いを感じる生活の
舞台づくり地域再生計画

・汚水処理施設整備交付金
・つがる市の一部（旧
木造町、旧森田村）

平川市 構造改革特区 津軽・生命科学活用食料特区

・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・平川市の一部（旧平
賀町、旧碇ヶ関村）
・同一計画の区域（注１）

構造改革特区 環境・エネルギー産業創造特区

・国有林野を自然エネルギー発電の用に供する
場合の貸付け要件の緩和
・一般用電気工作物への位置付けによる小規模
ガスタービン発電設備の導入
・特定埋立地の所有権移転制限期間の短縮（１
０年→５年）
・電力の特定供給事業の許可対象の拡大

・同一計画の区域（注２）

地域再生 青森県クリスタルバレイ構想
・日本政策投資銀行の低利融資等
・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注２）

外ヶ浜町 地域再生
青森県『安全・安心な地域の
港づくり計画』

・港整備交付金 ・外ヶ浜町の一部
・同一計画の区域（注３）

鰺ヶ沢町 構造改革特区 津軽・生命科学活用食料特区

・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

白神のふもとどぶろく特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

津軽・生命科学活用食料特区

・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・深浦町の一部
・同一計画の区域（注１）

三沢市

むつ市

構造改革特区

深浦町

平内町

構造改革特区

地域再生
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青森県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

深浦町 わたしの旅
太宰治ゆかりの地で津軽三味
線と復活した立倭武多を堪能
する旅

太宰の宿ふかうら文学館、円覚寺

藤崎町 構造改革特区 津軽・生命科学活用食料特区

・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

構造改革特区 津軽・生命科学活用食料特区

・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

地域再生
「自然と共生する彩りのま
ち」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

田舎館村 構造改革特区 津軽・生命科学活用食料特区

・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

構造改革特区 津軽・生命科学活用食料特区

・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

地域再生
「りんごの里」あずましい地
域環境再生計画

・汚水処理施設整備交付金

「鶴と国際交流の里」英語教
育推進特区

・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

津軽・生命科学活用食料特区

・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

疏水百選 土淵堰
水源を霊峰岩木山の水系一級河川岩木川から受
けており、岩西津軽地域の約6,751haの水田を
潤す県を代表する疏水。

地域再生
「鶴の里」潤いとやすらぎの
農村環境再生計画

・汚水処理施設整備交付金

中泊町、五所
川原市

都市再生

全国都市再生モデル調査
「津軽鉄道を軸とした都市再
生調査~地域ｺﾐｭﾆﾃｨとの協働
による地域活性化」

・デマンド型乗合タクシー等の交通体系を検討
・駅舎を活用したコミュニティビジネス等の検討

18年度採択分

構造改革特区 津軽・生命科学活用食料特区

・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・中泊町の一部
・同一計画の区域（注１）

わたしの旅
太宰治ゆかりの地で津軽三味
線と復活した立倭武多を堪能
する旅

小説「津軽」の像記念館

構造改革特区 環境・エネルギー産業創造特区

・国有林野を自然エネルギー発電の用に供する
場合の貸付け要件の緩和
・一般用電気工作物への位置付けによる小規模
ガスタービン発電設備の導入
・特定埋立地の所有権移転制限期間の短縮（１
０年→５年）
・電力の特定供給事業の許可対象の拡大

・同一計画の区域（注２）

地域再生
青森県『安全・安心な地域の
港づくり計画』

・港整備交付金 ・野辺地町の一部
・同一計画の区域（注３）

地域再生 青森県クリスタルバレイ構想
・日本政策投資銀行の低利融資等
・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注２）

中泊町

野辺地町

大鰐町

構造改革特区

板柳町

鶴田町
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青森県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 環境・エネルギー産業創造特区

・国有林野を自然エネルギー発電の用に供する
場合の貸付け要件の緩和
・一般用電気工作物への位置付けによる小規模
ガスタービン発電設備の導入
・特定埋立地の所有権移転制限期間の短縮（１
０年→５年）
・電力の特定供給事業の許可対象の拡大

・同一計画の区域（注２）

疏水百選 稲生川用水

八甲田山や十和田湖などの自然豊かな環境を有
する地域で、奥入瀬川をはじめとする多くの河
川や奥入瀬川から上水した人工河川。現在総延
長約７１ｋｍ。

青森県クリスタルバレイ構想
・日本政策投資銀行の低利融資等
・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注２）

七戸町「快適で彩りあふれる
まちづくり」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 環境・エネルギー産業創造特区

・国有林野を自然エネルギー発電の用に供する
場合の貸付け要件の緩和
・一般用電気工作物への位置付けによる小規模
ガスタービン発電設備の導入
・特定埋立地の所有権移転制限期間の短縮（１
０年→５年）
・電力の特定供給事業の許可対象の拡大

・同一計画の区域（注２）

疏水百選 稲生川用水

八甲田山や十和田湖などの自然豊かな環境を有
する地域で、奥入瀬川をはじめとする多くの河
川や奥入瀬川から上水した人工河川。現在総延
長約７１ｋｍ。

地域再生 青森県クリスタルバレイ構想
・日本政策投資銀行の低利融資等
・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注２）

構造改革特区 環境・エネルギー産業創造特区

・国有林野を自然エネルギー発電の用に供する
場合の貸付け要件の緩和
・一般用電気工作物への位置付けによる小規模
ガスタービン発電設備の導入
・特定埋立地の所有権移転制限期間の短縮（１
０年→５年）
・電力の特定供給事業の許可対象の拡大

・同一計画の区域（注２）

地域再生 青森県クリスタルバレイ構想
・日本政策投資銀行の低利融資等
・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注２）

構造改革特区 環境・エネルギー産業創造特区

・国有林野を自然エネルギー発電の用に供する
場合の貸付け要件の緩和
・一般用電気工作物への位置付けによる小規模
ガスタービン発電設備の導入
・特定埋立地の所有権移転制限期間の短縮（１
０年→５年）
・電力の特定供給事業の許可対象の拡大

・同一計画の区域（注２）

疏水百選 稲生川用水

八甲田山や十和田湖などの自然豊かな環境を有
する地域で、奥入瀬川をはじめとする多くの河
川や奥入瀬川から上水した人工河川。現在総延
長約７１ｋｍ。

地域再生 青森県クリスタルバレイ構想
・日本政策投資銀行の低利融資等
・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注２）

構造改革特区 環境・エネルギー産業創造特区

・国有林野を自然エネルギー発電の用に供する
場合の貸付け要件の緩和
・一般用電気工作物への位置付けによる小規模
ガスタービン発電設備の導入
・特定埋立地の所有権移転制限期間の短縮（１
０年→５年）
・電力の特定供給事業の許可対象の拡大

・同一計画の区域（注２）

地域再生 青森県クリスタルバレイ構想
・日本政策投資銀行の低利融資等
・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注２）

横浜町

東北町

六ヶ所村

七戸町

六戸町

地域再生
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青森県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

六ヶ所村 地域再生 六ヶ所村水環境保全計画 ・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 環境・エネルギー産業創造特区

・国有林野を自然エネルギー発電の用に供する
場合の貸付け要件の緩和
・一般用電気工作物への位置付けによる小規模
ガスタービン発電設備の導入
・特定埋立地の所有権移転制限期間の短縮（１
０年→５年）
・電力の特定供給事業の許可対象の拡大

・同一計画の区域（注２）

疏水百選 稲生川用水

八甲田山や十和田湖などの自然豊かな環境を有
する地域で、奥入瀬川をはじめとする多くの河
川や奥入瀬川から上水した人工河川。現在総延
長約７１ｋｍ。

地域再生 青森県クリスタルバレイ構想
・日本政策投資銀行の低利融資等
・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注２）

環境・エネルギー産業創造特区

・国有林野を自然エネルギー発電の用に供する
場合の貸付け要件の緩和
・一般用電気工作物への位置付けによる小規模
ガスタービン発電設備の導入
・特定埋立地の所有権移転制限期間の短縮（１
０年→５年）
・電力の特定供給事業の許可対象の拡大

・同一計画の区域（注２）

東通村ふるさと再生特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

東通村「わが村の先生制度」
特区

・市町村負担教職員任用の容認 ・特例の全国化済

東通村英語教育特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

青森県『安全・安心な地域の
港づくり計画』

・港整備交付金 ・東通村の一部
・同一計画の区域（注３）

青森県クリスタルバレイ構想
・日本政策投資銀行の低利融資等
・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注２）

三戸町 地域再生
「人・自然・文化　ほんものが
息づくまち　さんのへ」計画

・汚水処理施設整備交付金

五戸町 地域再生
みどり豊かなまちの住環境再
生計画

・汚水処理施設整備交付金

同一計画の区域

（注１）青森市、弘前市、黒石市、平川市（旧平賀町、旧碇ヶ関村）、鰺ヶ沢町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町及び鶴田町の全域並びに
五所川原市、深浦町及び中泊町の一部

（注２）八戸市、十和田市、三沢市、むつ市、平内町、野辺地町、七戸町、おいらせ町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、東通村

（注３）むつ市並びに野辺地町、外ヶ浜町及び東通村の一部

東通村

おいらせ町

構造改革特区

地域再生
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岩手県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

岩手県 地域再生
地場産業技術による木質バイオ
マス地域内循環利用推進計画

・地方大学等の知的・人的資源活用による農林
水産研究の実用化促進

構造改革特区
盛岡市eビジネス創造人材育
成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

疏水百選 鹿妻穴堰
鹿妻穴堰の開削により、冷害と水害が常襲していた
本地域に安定した農業用水を供給することが可能と
なり、地域の発展に大きく寄与してきた。

地域再生
「まちなか観光」と「まちな
か居住」による元気なまちの
再生

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援
・盛岡市の一部（旧盛
岡市）

がんばる商店街77選 盛岡市肴町商店街
盛岡市内の商店街で唯一設置されている「全蓋
(ぜんがい)アーケード」の下、各種イベントを
開催し、市民に広く親しまれる商店街へ

　

都市再生

全国都市再生モデル調査
「海にひらこう岩手の国際化
ﾌﾟﾗﾝ(国際港湾都市と地域背
後圏の連携計画)」

・港湾を核とした国際交流をテーマにした情報交換
・共通テーマの下で、ＮＰＯ、各種市民団体等が連携
・「国際港湾都市」形成に向けたまちづくりの検討
・まちづくり交付金採択（18年度）（大船渡港湾
周辺地区）

大船渡市等

地域再生
大船渡市「きれいな海から豊
かなくらしを」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

全国都市再生モデル調査
「美しいまちづくり支援ﾈｯﾄﾜｰｸ
によるまちづくりの推進」

・景観改善等の活動を行うＮＰＯがチームを結成
・市民団体の活動等をチームがサポート
・市民が市民の活動を継続的に支援する体制の構築

・花巻市等
・18年度採択分

全国都市再生モデル調査
「花巻市たて坂通り街なか再
生検討調査」

・周辺住民・事業者主導でまちづくり事業を計画。
・ワークショップによる計画づくり。
・まちづくり会社設立へのステップとしての計
画づくり。

構造改革特区 花巻市内幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・花巻市の一部（旧花
巻市）

イベント開催事業
（「YOKOSO!JAPAN
THE 祭り 東北」
／「YOKOSO!JAPAN 東
北・秋」）

ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業

平成１５・１６年度実施
青森県、宮城県、秋田
県、山形県、福島県でも
実施

旅行エージェント招聘事業
（中部国際空港を活用する旅
行エージェント／台湾／中
国）

ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業

平成１５・１６年度実施
青森県、宮城県、秋田
県、山形県、福島県でも
実施

マスコミ招聘・観光宣伝事業
（台湾マスコミ／中国広域観
光宣伝（旅行専門衛星放送テ
レビ）／台湾・東北広域観光
テレビ宣伝）

ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業

平成１６・１７年度実施
青森県、宮城県、秋田
県、山形県、福島県、栃
木県でも実施

東北広域観光宣伝資料作成事業 ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業

平成１７年度実施
青森県、宮城県、秋田
県、山形県、福島県、栃
木県でも実施

わたしの旅
日本昔話のふるさとを訪ね
て、心の癒しをしてもらう旅

宮沢賢治記念館、宮沢賢治イーハトーブ館

疏水百選 奥寺堰
 奥寺堰により、それまで不毛の荒野だった和賀平
野７６０haの新田開発に成功し、農業、工業とも
盛んな今日の北上市の繁栄の基礎を築いた。

花巻市「くらしかいてきみず
いろスリープラン」

・汚水処理施設整備交付金
・花巻市の一部（旧花
巻市

石鳥谷町「うるおいとやすら
ぎのある水辺環境」再生計画

・汚水処理施設整備交付金
・花巻市の一部（旧石
鳥谷町）

盛岡市

大船渡市

花巻市

都市再生

国際競争力のあ
る観光地づくり

地域再生
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岩手県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

花巻市 立ち上がる農山漁村
花巻農業協同組合　母ちゃん
ハウスだぁすこ

母ちゃんパワー農産物直売所で地域農業の活性化 平成１７年度選定

都市再生

全国都市再生モデル調査
「ITを利用した社会環境整備
のユニバーサルデザインによ
る住民満足度の向上」

・ITを利用したまちづくり情報の収集
・まちづくり施策の立案等ができるシステムの
構築

大堰用水路・立花頭首工
北上市、江刺市、水沢市の３市にまたがる江刺
平野約2,000haの水田地帯を潤している。

奥寺堰
 奥寺堰により、それまで不毛の荒野だった和賀平
野７６０haの新田開発に成功し、農業、工業とも
盛んな今日の北上市の繁栄の基礎を築いた。

地域再生 美しい環境のまち　きたかみ ・汚水処理施設整備交付金

久慈市 地域再生
久慈市「いつくしみのまちづ
くり」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生

全国都市再生モデル調査
「大学生と地域集落が連携し
た集落立地型ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑﾓ
ﾃﾞﾙの実践」

・都市部の大学による集落へのインターンシップ
・継続的な地域に定着した都市農村交流
・集落立地型グリーンツーリズムのモデル事業
構築

18年度採択分

構造改革特区 日本のふるさと再生特区

・農家民宿等における濁酒製造免許の要件緩和
・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和

わたしの旅
日本昔話のふるさとを訪ね
て、心の癒しをしてもらう旅

遠野市立博物館、とおの昔話村、遠野ふるさと
村、伝承園、かっぱ淵、あえりあ遠野

都市再生
全国都市再生モデル調査
「水辺空間を活かした城下町
一関の再生プラン」

・流域的視点からとらえた舟利用と舟着き場活用
・水辺空間を活かした地域活性化の検討
・水辺空間を活かした地域づくり人材の育成

構造改革特区 幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

疏水百選 照井堰用水

かんがい用水のほか、地域の大切な生活用水、
毛越寺浄土庭園の「遣水(やりみず)への疏水と
なっており、中尊寺金色堂に通じる「月見坂」
の入り口を流れる、藤原文化の象徴。

交通ネットワーク整備を中心
とした西磐井地区活性化計画

・道整備交付金
・一関市の一部（一関
地域及び花泉地域）

花きを活かした磐井の里再生
計画

・道整備交付金
・一関市の一部（大東
地域、千厩地域及び室
根地域）

大東町「室蓬譲水の里」清流
再生計画

・汚水処理施設整備交付金
・一関市の一部（旧大
東町）

一関市「自然と共生し地域の
良さを感じるまち」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

・一関市の一部（一関
地域、花泉地域、千厩
地域、東山地域、室根
地域、川崎地域）

陸前高田市 地域再生
「山を育て、川を守り、きれい
な海を明日へつなげる」計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「『三陸･釜石』再活性化調
査」

・まちの再生・まりづくりに多くの市民の声を
反映
・地域内ＮＰＯの意志決定フォーラムを設置し
連携

地域再生

かまいし健康ルネサンス構想
～保健・医療・福祉・生涯学
習の連携による健康で安心し
て暮らせるまちづくり～

・公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除
・公共施設を転用する事業へのリニューアル債
の措置

二戸市 構造改革特区 浄法寺ふるさと再生特区 ・農家民宿等における濁酒製造免許の要件緩和
・二戸市の一部（旧浄
法寺町）

遠野市

一関市

釜石市

北上市

疏水百選

地域再生

21



岩手県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

わたしの旅
日本昔話のふるさとを訪ね
て、心の癒しをしてもらう旅

金田一温泉

地域産業の特色を活かし潜在
力を発揮した雇用創出プラン

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

「ぬくもりの里・浄法寺」構
想　　-ふるさと再生介護予
防プロジェクト-

・補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の
転用の弾力化
・公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除

・二戸市の一部（旧浄
法寺町）

構造改革特区 あしろふるさと再生特区 ・農家民宿等における濁酒製造免許の要件緩和
・八幡平市の一部（旧
安代町）

地域再生
ノスタルジー八幡平市｢農と
輝の大地」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生

全国都市再生モデル調査
「水沢市大町地区/ハートフ
ル・タウンマネジメント展開
方策調査」

・エリアマネジメントの実施体制づくり
・地区開発事業の立案し、投資を呼ぶ仕組を検討
・まちづくり交付金採択（18年度）（水沢駅西
地区）

構造改革特区 人の和の花咲く特区 ・農家民宿における簡易な消防設備等の容認
・特例の全国化済
・奥州市の一部（旧江
刺市）

胆沢平野
農業生産の中核を担う岩手県内有数の穀倉地帯
を潤す疏水群。

大堰用水路・立花頭首工
北上市、江刺市、水沢市の３市にまたがる江刺
平野約2,000haの水田地帯を潤している。

新たな交通ネットワーク整備
を中心とした奥州市衣川区活
性化計画

・道整備交付金
・奥州市の一部（衣川
区）

奥州市「産業の力みなぎるま
ちづくり」計画

・汚水処理施設整備交付金

江刺市「快適な生活環境の創
出」計画

・汚水処理施設整備交付金
・合併等により取消
・奥州市の一部（旧江
刺市）

ブランド化による「前沢型農
業」再生計画

・汚水処理施設整備交付金
・合併等により取消
・奥州市の一部（旧前
沢町）

がんばる商店街77選 ㈱黒船
蔵を活かした「黒船百年計画」、民間主導によ
るガイドラインに基づく街づくりの推進によ
り、全国で唯一無二を目指した街づくり

　

しずくいし・元気な農業・農
村いきいき特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和

しずくいし子育て支援・幼稚
園早期入園特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認

岩手町 地域再生
北上川の源泉いわてまち「清
流再生」計画

・汚水処理施設整備交付金

滝沢村 地域再生
「人と自然が共栄し、生き生
きと幸せ輝くたきざわ」再生
計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「潤いがある歴史や情熱を感
じさせる地域づくり」

・くらしのみちゾーン構想推進の街路実証実験
・日詰商店街モール化推進イベント実施
・景観基準の検討
・まちづくり交付金採択（17年度）（日詰地区）

疏水百選 鹿妻穴堰
鹿妻穴堰の開削により、冷害と水害が常襲していた
本地域に安定した農業用水を供給することが可能と
なり、地域の発展に大きく寄与してきた。

地域再生
自然と共生し環境を基調とす
るまちづくり再生計画

・汚水処理施設整備交付金
・紫波町の一部（日詰
地区、古舘地区、赤石
地区、上平沢地区）

矢巾町 疏水百選 鹿妻穴堰
鹿妻穴堰の開削により、冷害と水害が常襲していた
本地域に安定した農業用水を供給することが可能と
なり、地域の発展に大きく寄与してきた。

二戸市

八幡平市

奥州市

雫石町

紫波町

構造改革特区

地域再生

疏水百選

地域再生
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岩手県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

西和賀町 構造改革特区 和賀山塊湯の里どぶろく特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

金ケ崎町 地域再生
「家族すこやかガーデンシ
ティ（田園都市）金ケ崎」再
生計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「世界遺産登録へ向けた庭園
文化都市構想の策定」

・世界遺産登録に向けた課題整理
・世界遺産登録に向けた課題への対応方針検討
・世界遺産まちづくり推進体制の確立

わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

平泉

疏水百選 照井堰用水

かんがい用水のほか、地域の大切な生活用水、
毛越寺浄土庭園の「遣水(やりみず)への疏水と
なっており、中尊寺金色堂に通じる「月見坂」
の入り口を流れる、藤原文化の象徴。

構造改革特区 岩泉町地域農業再生特区
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認

・特例の全国化済

地域再生
人と自然を潤す輝きの清流再
生計画

・汚水処理施設整備交付金

田野畑村 地域再生
特Ａ級の自然資源を核とした
体験型観光の推進による地域
再生計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

野田村 地域再生
北リアス野田村「鮭の里」再
生計画

・汚水処理施設整備交付金

九戸村 地域再生
岩手県北地域の産業・観光資
源有効利活用による地域活性
化計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（一
戸町）

洋野町 地域再生
洋野町「美しい海からの恵みで
豊かなまちづくり」再生計画

・汚水処理施設整備交付金
・洋野町の一部（中野
地区、有家地区、小子
内地区、種市地区）

構造改革特区
公設民営型小規模多機能福祉
特区

・特別養護老人ホームの法人への管理委託容認

地域再生
岩手県北地域の産業・観光資
源有効利活用による地域活性
化計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（九
戸村）

平泉町

岩泉町

一戸町
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宮城県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

みやぎＩＴ人材すくすく特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレーター試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

みやぎ教育特区
・高等学校等における校外学習の認定単位数の
拡大

・特例の全国化済

みやぎ私立学校教育特区
・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）
・特区研究開発学校における教科書の早期給与

ものづくり 産学連携製造中核人材育成事業

半導体・ディスプレイ産業における次世代中核
リーダー育成事業
国立大学法人東北大学未来科学技術共同研究セ
ンター未来情報産業創製部門

仙台市セダン型福祉有償運送
特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

杜の都新エネルギー創造活用
特区

・電力の特定供給事業の許可対象の拡大 ・特例の全国化済

幼稚園活用型保育所待機児童
対策特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・幼稚園児と保育園児の合同活動

都市再生プロジェクト
「地方中枢都市における先進
的で個性ある都市づくり」

＜緑美しい都市の実現＞
○杜の都先代の既存の緑を活用しつつ､連続性
をもった緑を創出
○都心部の自動車交通量を削減

都市再生緊急整備地域
「仙台駅西・一番町地域」
（79ha）

中央一丁目第二地区第一種市街地再開発事業を
都市計画決定(15.7)
○一番町三丁目南地区について、都市再生特別
地区決定（17.6）

都市再生緊急整備地域
「仙台長町駅東地域」
（47ha）

14年よりJR東北本線長町駅付近高架化事業を
施行中

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

防災まちづくり

全国都市再生モデル調査
「官民協働による持続的な都
市景観形成・複合機能形成の
誘導」

・土地区画整理事業が進展して土地活用によっ
てその価値が形成・維持されるための整備方針
の検討
・民間企業の立場を考えながら、まちづくり
ルール等を受け入れやすくする方策

全国都市再生モデル調査
「仙台駅東第二地区ﾒｲﾝｽﾄﾘｰﾄ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ導入検討調査」

・再開発地域での地域コミュニティの崩壊と乱
開発の課題へのメインストリートプログラムの
導入を図る調査

18年度採択分

構造改革特区 国際知的産業特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

仙台

疏水百選 愛宕堰

地域住民は勿論、区役所を訪れる市民の憩いの場と
しても利用できる水路を水辺公園として整備し、レ
クレーションを通じて農業用水路に対する市民意識
の高揚と水に対する認識の場として現在使用されて
いる。

ものづくり
地域新生コンソーシアム研究
開発事業

・高精度聴覚ディスプレイ技術を用いた視覚障害者
用訓練機器を開発。ゲーム感覚で楽しみながら使え
る空間認識能訓練システムとして商品化することに
より、視覚障害者の「生活の質 (ＱｏＬ) 」向上に
貢献。

がんばる商店街77選 仙台市内６商店街
約600店舗の情報を携帯電話でも簡単に呼び出
せるサイトの立上げ。ホスピタリティの提供に
よるさらなる集客と賑わいの創出

　

宮城県

仙台市

構造改革特区

構造改革特区

都市再生
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宮城県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

みやぎ地域生活支援デイサー
ビス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

石巻（日和山公園）

地域再生 石巻市「水環境再生計画」 ・汚水処理施設整備交付金

全国都市再生モデル調査
「塩竈ヴェネチィア計画
（海・みなとを生かした塩竈
再生物語）」

・まちのお宝の再発見
・積極的な取組みの発見と新たな市民活動の芽
生え
・市と市民の役割分担の確認
・まちづくり交付金採択（17年度）（本塩釜駅
周辺中心市街地活性化推進地区）

全国都市再生モデル調査
「海商の館･再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」

・伝統的建築物を市民参加により文化伝承施設
として整備
・サインの整備や語り部・ガイドの養成
・海・港に培われた歴史、文化を拠り所とした
まちづくり

18年度採択分

構造改革特区
宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「歴史的建造物『板倉』を活
かしたまちづくり調査事業」

・歴史的建築物「板倉」を活用調査
・写真撮影会や学生と協働して調査実施
・若者のふるさとへの関心度の向上を図る

18年度採択分

構造改革特区
宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

国際競争力のあ
る観光地づくり

健康・長寿・癒しの島でゆっ
くりゆったり　 大島旅スタイ
ルの構築

観光地づくりの構想策定

立ち上がる農山漁村 牡蠣の森を慕う会 水源の森と海をつなぐ交流 平成１６年度選定

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

仙南地区セダン型福祉有償運
送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注５）

地域再生
水音のするまち白石「ホタル
の里」清流再生計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生

全国都市再生モデル調査
「市民参加による大規模ｼｮｯ
ﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰを生かしたまちづ
くり提案」

・まちづくりに関する提案を市民から集約
・市民自ら実現可能な取り組みを提案
・まちづくりへの関心と啓蒙
・まちづくり交付金採択（16年度）（増田地区）

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

みやぎ地域生活支援デイサー
ビス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

ものづくり
地域新生コンソーシアム研究
開発事業

・超安定・超精密非球面研削のための技術シーズを
用いて、今後精密機械産業において大きな市場ニー
ズを形成する非球面光学素子の更なる高精度化を達
成。次世代内視鏡及び高精細デジタルカメラの高性
能な非球面ガラスレンズを製品化。

小学校英語教育推進特区
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

みやぎ地域生活支援デイサー
ビス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

石巻市

塩竈市

気仙沼市

白石市

名取市

角田市

構造改革特区

都市再生

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区
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宮城県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区
仙南地区セダン型福祉有償運
送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注５）

地域再生
角田市「かくだの風景」水環
境再生計画

・汚水処理施設整備交付金

多賀城市幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

みやぎ地域生活支援デイサー
ビス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

地域再生
岩沼市「豊かな自然と調和す
る水辺環境｣再生計画

・汚水処理施設整備交付金

豊里小中一貫教育特区
・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）
・特区研究開発学校における教科書の早期給与

・登米市の一部（旧豊
里町）

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

登米

地域再生
安心・快適　みんなが愛する
水の里づくり計画

・道整備交付金

自然まるごと共生特区 ・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・特例の全国化済
・栗原市の一部（旧花
山村）

高清水かつらっこ特区 ・幼稚園児と保育所児の合同活動
・特例の全国化済
・栗原市の一部（旧高
清水町）

のびのび童っ子（わらすっ
こ）特区

・幼稚園児と保育所児の合同活動
・特例の全国化済
・栗原市の一部（旧金
成町）

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

みやぎ地域生活支援デイサー
ビス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

地域再生
「せせらぎのある豊かな風
景」くりはら水環境再生計画

・汚水処理施設整備交付金

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

みやぎ地域生活支援デイサー
ビス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

全国都市再生モデル調査
「フードビジネスに関する起
業家支援システムの調査等」

・食のふるかわ安心特区構想推進本部の設置
・地域資源活用型コミュニティビジネスの展開
・地域産業創造センター「ふるさとプラザ」

全国都市再生モデル調査
「観光都市における脱自動車移
動・健康増進両立プログラム」

・トライク（３輪駆動車）による車に依存しな
い健康街づくり
・大学や外国の優れた企業との連携
・福祉・観光産業の創出のための実証

「醸華邑(じょうかむら）」
構想・水田農業活性化特区

・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認

・特例の全国化済
・大崎市の一部（旧松
山町）

たじり子育てスマイル特区
・公立保育所における給食の外部搬入容認
・幼稚園児と保育園児の合同活動
・保育事務の教育委員会への委任

・大崎市の一部（旧田
尻町）

角田市

多賀城市

岩沼市

登米市

栗原市

東松島市

大崎市

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

都市再生

構造改革特区
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宮城県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

鳴子温泉郷ツーリズム特区
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和

・大崎市の一部（旧鳴
子町）

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

みやぎ地域生活支援デイサー
ビス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・特例の全国化済
・大崎市の一部（注３）
・同一計画の区域（注２）

みやぎ中心市街地活性化古川
にぎわい特区

・中心市街地における商業の活性化(大規模小売
店舗法の特例)

・大崎市の一部（注４）

松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

鳴子温泉

日本昔話のふるさとを訪ね
て、心の癒しをしてもらう旅

日本こけし館、鳴子温泉

疏水百選 大堰（内川）

江合川から取水し岩出山町から古川市へと「ささに
しき」のふるさと大崎耕土を潤す幹線用水路であ
る。遊歩道が設置されている約1.7ｋｍ区間は「学
問の道」として散策路となっている。

鳴子いきいき温泉療養プラン ・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援
・大崎市の一部（旧鳴
子町）

ふゆみずたんぼを利用した環境
と暮らしの再生プロジェクト

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援
・大崎市の一部（旧田
尻町）

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

仙南地区セダン型福祉有償運
送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注５）

七ヶ宿町 構造改革特区
宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

みやぎ地域生活支援デイサー
ビス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

仙南地区セダン型福祉有償運
送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注５）

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

みやぎ地域生活支援デイサー
ビス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

仙南地区セダン型福祉有償運
送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注５）

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

みやぎ地域生活支援デイサー
ビス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

仙南地区セダン型福祉有償運
送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注５）

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

みやぎ地域生活支援デイサー
ビス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

仙南地区セダン型福祉有償運
送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注５）

丸森町 構造改革特区
宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

大崎市

蔵王町

大河原町

村田町

柴田町

川崎町

構造改革特区

わたしの旅

地域再生

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区
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宮城県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

丸森町 構造改革特区
仙南地区セダン型福祉有償運
送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注５）

亘理町 構造改革特区
宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

山元町 地域再生
山元町「清浄な生活環境」再
生計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「ウォーキング・トレイル
社会実験」

・ウォーキングトレイル整備、観光スポットの
拡大
・歩行者安全確保
・中心市街地の活性化

わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

松島

地域再生 「松島」を再発見する観光計画 ・港整備交付金
・松島町の一部（松島
港、名籠漁港）

七ヶ浜町 構造改革特区
宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

利府町 構造改革特区
宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

緑豊かな町たいわ・おおさと
活き生き福祉有償運送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用
・同一計画の区域（大
郷町）

みやぎ地域生活支援デイサー
ビス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

地域再生 大和町七ッ森水と緑の再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

緑豊かな町たいわ・おおさと
活き生き福祉有償運送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用
・同一計画の区域（大
和町）

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

みやぎ地域生活支援デイサー
ビス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

みやぎ地域生活支援デイサー
ビス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

みやぎ地域生活支援デイサー
ビス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

みやぎ地域生活支援デイサー
ビス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

地域再生 シカマのイナカ再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

みやぎ地域生活支援デイサー
ビス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

地域再生
自然と共生を目指す町・加美
町再生計画

・汚水処理施設整備交付金

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

みやぎ地域生活支援デイサー
ビス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

富谷町

大衡村

色麻町

松島町

大和町

大郷町

加美町

涌谷町

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区
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宮城県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

涌谷町 地域再生
「黄金郷わくや」甦れ！ろまん
あふれる天平の水　再生計画

・汚水処理施設整備交付金

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

みやぎ地域生活支援デイサー
ビス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

みやぎ地域生活支援デイサー
ビス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

構造改革特区
宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

地域再生
花と緑に囲まれた安全安心の
まちづくり計画

・道整備交付金
・本吉町の一部（津谷
地区）

南三陸型グリーン・ツーリズ
ム特区

・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・南三陸町の一部（旧
志津川町）

宮城県認知症高齢者グループ
ホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

みやぎ地域生活支援デイサー
ビス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

同一計画の区域

（注５）白石市、角田市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町

（注１）石巻市、塩竃市、大崎市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、蔵王町、七ヶ宿町、
大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、七ヶ浜町、利府町、大郷町、富谷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川
町、本吉町、南三陸町

（注２）石巻市、名取市、角田市、岩沼市、栗原市、東松島市、大崎市の一部（旧古川市、旧松山町、旧三本木町、旧鹿島台町）、大河原町、
村田町、柴田町、川崎町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町との共同計画

（注３）旧古川市、旧松山市、旧三本木町、旧鹿島台町

（注４）旧古川市（駅前、台町、七日町地区の一部）

美里町

女川町

本吉町

南三陸町 構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区
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秋田県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

スペース・イオ学習特区
・ＩＴ等の活用による不登校児童生徒の学習機
会の拡大

・特例の全国化済

秋田IT人材育成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

地域再生
「秋田酒こまち」による美酒
王国再生計画

・地方大学等の知的・人的資源活用による農林
水産研究の実用化促進

全国都市再生モデル調査
「｢中心市街地における居住
を中心とした街なか回帰検討
調査｣~くらしの息づかいが聞
こえるまちをめざして~」

・街なか居住を核とした中心市街地再生方策の
検討
・まちづくり交付金採択（17年度）（秋田駅周
辺地区）

全国都市再生モデル調査
「「大学コンソーシアムあき
た」と「秋田市」との連携に
よるまちづくり方策調査～美
しいまちづくりに向けた学官
の協働体制の構築～」

・まちづくり施策に複数大学の研究成果等を活用
・高齢化や全国一の地下の下落等の打開策を検討

全国都市再生モデル調査
「｢秋田杉｣を活用した秋田市中心
市街地の再生方策検討調査」

・秋田杉を空き店舗等の内・外装材等として試験
・既存ビル等への活用に関する提案募集等
・秋田杉のまちづくり・街並み形成への新たな活用

18年度採択分

構造改革特区 秋田デイサービス特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

わたしの旅
見どころ満載―多彩で味な、
秋田の魅力、再発見！

平野政吉美術館、千秋公園、御隅櫓、御物頭御
番所、彌高神社、佐竹資料館、高砂堂本舗、ね
ぶり流し館（秋田市民芸能伝承館）、旧金子
家、竹谷本店（秋田市無形文化財「銀線細工」
専門店）、赤れんが郷土館（旧秋田銀行本店本
館）、旧黒澤家住宅、天徳寺、高清水公園、秋
田城跡（東門）、護国神社、秋田県立博物館、
旧奈良家住宅（秋田県立博物館分館）

構造改革特区 能代里山どぶろく特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・能代市の一部（旧能
代市）

わたしの旅 縄文の時代を尋ねて 能代杉沢台

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画

「暮らす」「商う」「集う」「つなぐ」の４つ
の柱に「木のもつ温かみ」「木材加工技術」等
の「木都能代」らしさを十分意識しながら施
策・事業を推進する。

都市再生
全国都市再生モデル調査
「タウンリゾートとしての駅前
交流拠点複合機能の整備調査」

・街における駅前が果たしていた魅力や機能の再生
・産物の市場機能と人の交流と連携、教育の場の提供
・再開発手法による交流拠点施設の一体的整備

構造改革特区 美の国あきた景観特区
・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象
拡大

・特例の全国化済
・横手市の一部（旧横手
市）
・同一計画の区域（注１）

地域再生
IT・アグリビジネス・ものづくり
支援による雇用創出プラン

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

立ち上がる農山漁村
浅舞（あさまい）婦人漬物研
究会

女性グループが手作りの漬物を秋田から全国へ
～商標登録、品質確保の努力でブランド確立～

平成１７年度選定

大館市 都市再生

全国都市再生モデル調査
「街なか居住と大規模空き店
舗の利活用による中心市街地
再生プロジェクト調査」

・空き店舗を活用したまちなかの活性化を検討
・高齢者が歩いて暮らせる快適な居住街区への
転換

男鹿市 都市再生

全国都市再生モデル調査
「自然共生型文化を生かした
観光の推進と中心市街地の活
性化」

・地域生活情報・観光情報の受発信施設の整備
可能性
・観光ワーキングホリディ事業の可能性
・情報の受発信施設整備による人の流れの誘導

秋田県

秋田市

能代市

横手市

構造改革特区

都市再生

30



秋田県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 秋田スギ利活用推進福祉特区 ・木造建築による社会福祉施設の設置
・特例の全国化済
・男鹿市の一部（旧男
鹿市）

男鹿市「日本海&八郎湖」水
環境再生計画

・汚水処理施設整備交付金

なまはげの里｢男鹿半島｣地域
再生プラン

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「歴史的な建造物を生かした
ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽの育成とまちな
か観光拠点ﾈｯﾄﾜｰｸの形成~市
民との協働による活力と交流
の拠点づくり」

・歴史的建造物を軸とした回遊ルートを開発
・基金造成等によるまちなみ景観保全の検討
・地域交流人口の増大による賑わいの創出を検討

18年度採択分

構造改革特区 美の国あきた景観特区
・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象
拡大

・特例の全国化済
・湯沢市の一部（旧湯沢
市）
・同一計画の区域（注１）

地域再生
『湯沢市　森・水づくり再生
計画』

・道整備交付金
・汚水処理施設整備交付金

・湯沢市の一部（注２）

構造改革特区 鹿角市幼保一体的運営特区 ・幼稚園児と保育所児の合同活動
・特例の全国化済
・鹿角市の一部（八幡
平地区）

わたしの旅 縄文の時代を尋ねて
大湯（野中堂環状列石、万座環状列石）、大湯
ストーンサークル館、大湯温泉

「ふれあい」「あじわい」による
観光産業進化プロジェクト

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
・同一計画の区域（小
坂町）

鹿角市「八幡平の里」清流再
生計画

・汚水処理施設整備交付金
・鹿角市の一部（八幡
平地区）

がんばる商店街77選 花輪新町商店街
地域の幅広い世代に商品や情報、文化を提供す
る「お買い場」として地域社会の核へ

　

高度情報化による活力と魅力
あるまちづくり

・農林水産関係補助対象施設の有効活用

由利本荘市「子吉川・芋川and日
本海」癒しの水環境再生計画

・汚水処理施設整備交付金

疏水百選 田沢疏水
秋田県最大の穀倉地帯である仙北平野の一角を
潤し、開墾事業は東北地域の国営事業の牽引的
役割を果たした。

地域再生
「メダカの泳ぐ小川」清流再
生計画

・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 阿仁マタギ特区

・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・北秋田市の一部（旧
阿仁町）

地域再生
「自然」「人」が調和し、活
気とぬくもりある北秋田市

・道整備交付金

わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

象潟

疏水百選 上郷温水路群
鳥海山(標高2,236m)の北西山麓の大地をかん
がいする５本の温水路群で総延長５．８ｋｍに
達する疏水。

仙北市 都市再生

全国都市再生モデル調査
「｢田沢湖ﾚｲﾝﾎﾞｰｱｸｾｽ事業｣に
よる観光･地域ﾓﾋﾞﾘﾃｨ向上に
資する調査」

・観光域内の利便性の高い交通インフラのあり方
・観光産業活性化、利用者増加のための戦略立案
・地域住民のモビリティ向上

北秋田市

にかほ市

男鹿市

湯沢市

鹿角市

由利本荘市

地域再生

地域再生

地域再生

大仙市
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秋田県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生

全国都市再生モデル調査
「歴史的まちなみ景観を活か
した地域活性化調査　－武家
屋敷群と一体化したまちづく
り－」

・商店街の歴史的まちなみ景観を活用
・住民主体で景観協定締結、空き店舗等の活用
を検討

構造改革特区 美の国あきた景観特区
・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象
拡大

・特例の全国化済
・仙北市の一部（旧角館町
の一部）
・同一計画の区域（注１）

わたしの旅
見どころ満載―多彩で味な、
秋田の魅力、再発見！

天寧寺、小田野家、河原田家、武家屋敷資料館、角
館伝承館、岩橋家、青柳家、石黒家、平福記念美術
館、常光院、松本家、安藤家、西宮家、乳頭温泉郷
鶴の湯温泉、ファームinn緑の風

疏水百選 田沢疏水
秋田県最大の穀倉地帯である仙北平野の一角を
潤し、開墾事業は東北地域の国営事業の牽引的
役割を果たした。

地域再生 仙北市「ルリ色の湖」再生計画 ・汚水処理施設整備交付金
・仙北市の一部（旧田
沢湖町）

わたしの旅
見どころ満載―多彩で味な、
秋田の魅力、再発見！

康楽館、旧小坂鉱山事務所、天使館、アカシア
並木

地域再生
「ふれあい」「あじわい」による
観光産業進化プロジェクト

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
・同一計画の区域（鹿
角市）

緑と魅力あふれる町・ふじさ
と再生計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

「白神山地の清流を後世に伝え
る」ふじさと再生計画

・汚水処理施設整備交付金

三種町 地域再生
じゅんさいの里を守り受け継
ぐ再生計画

・汚水処理施設整備交付金
・三種町の一部（旧山
本町区域）

構造改革特区 美郷町幼保一体的運営特区
・幼稚園児と保育園児の合同活動
・保育事務の教育委員会への委任

・特例の全国化済

疏水百選 田沢疏水
秋田県最大の穀倉地帯である仙北平野の一角を
潤し、開墾事業は東北地域の国営事業の牽引的
役割を果たした。

地域再生
「しずのまち」美郷町六郷湧
水群再生計画

・汚水処理施設整備交付金

羽後町 地域再生
「人が輝き、人が活きるまち
づくり計画」

・道整備交付金

同一計画の区域

（注１）横手市の一部（旧横手市）、湯沢市の一部（旧湯沢市）並びに仙北市の一部（旧角館町の一部）

（注２）旧湯沢市地区、旧稲川町地区、旧雄勝町地区

仙北市

小坂町

藤里町

美郷町

地域再生
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山形県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

山形県 都市再生
全国都市再生モデル調査
「最上川夢の桜街道の推進に
係る調査」

・桜の名所のネットワーク化により魅力を創出
・巨木・古木の里であることの情報発信
・植栽による新たな桜の名所の創造と桜守の養成

超精密技術集積特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・保税蔵置場設置基準の弾力化
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

山形県東南村山・北村山・置賜地
区福祉有償運送セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

山形市のびのび入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

立石寺

みちのくの自然・歴史を満喫する旅 山寺立石寺

疏水百選 山形五堰
農業用水や防火用水機能のほかに、まちなかに残る
歴史的遺産として保全し、景観を生み出し身近に水
に触れる親水空間として活用されている。

地域再生 「人と自然を大切にするまち」山形市 ・汚水処理施設整備交付金

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
自然と歴史・文化に育まれた，個性的で賑わい
のある，人々が暮らす生活空間としての活性化
を推進する。

がんばる商店街77選 七日町商店街
商店街の真中に核的広場を整備。地元農家をはじめ
として各種団体との連携により賑わい創出へ

　

都市再生

全国都市再生モデル調査
「大学との協働による高齢者
のまちなか利用･居住支援の
社会実験」

・空き店舗を活用した自立した高齢期を過ごす
ための社会実験
・高齢者のグループリビングの事業化を推進

18年度採択分

超精密技術集積特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・保税蔵置場設置基準の弾力化
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

山形県東南村山・北村山・置賜地
区福祉有償運送セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

国際競争力のあ
る観光地づくり

佐藤雄二塾（平成17年2月2日(水)
～3日(木)開催）

観光カリスマ塾

地域再生
上杉の城下町米沢「自然と歴史を
はぐくむ」清流再生計画

・汚水処理施設整備交付金

がんばる商店街77選 あら町通り商店街
後継者グループが生き残りをかけた路上大テン
ト市を企画・運営。地域との連携により多様な
イベントを実施

　

都市再生
全国都市再生モデル調査
「｢鶴岡城下町ﾄﾗｽﾄ｣による元気居
住拠点ﾈｯﾄﾜｰｸの形成調査」

・歴史的空家を活用した短中期滞在型住宅の提供
・都市と地方の交流居住を中心市街地で展開
・まちづくり交付金採択（17年度）（鶴岡市街地
地区）

地産地消で育つ元気な子どもの楽
しい給食特区

・公立保育所における給食の外部搬入容認
・鶴岡市の一部（旧藤
島町）

鶴岡バイオキャンパス特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・国有施設等の廉価使用の拡大

・鶴岡市の一部（旧鶴
岡市）

わたしの旅
みちのくの自然・歴史を満喫す
る旅

湯殿山神社、滝水寺坊、注連寺、羽黒山神社、
善宝寺

山形市

米沢市

鶴岡市

構造改革特区

わたしの旅

構造改革特区

構造改革特区
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山形県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

ひな街道を行く
荘内神社、鶴岡公園、到道博物館、鶴岡銀座商
店街（「鶴岡雛物語」期間中、ひな人形を展
示）、湯野浜温泉

特別賞

松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

羽黒、鶴岡

地域再生
日本海の豊かな資源を生かし
たまちづくり計画

・港整備交付金

全国都市再生モデル調査
「インターネットによる地域
育児支援コミュニティ調査」

・少子化・子育て対策
・IT情報端末の普及ブロードバンド化
・核家族化イコール子育て世代イコール携帯世代

全国都市再生モデル調査
「北前船を活用した酒田港親
水空間づくり推進計画調査」

・酒田港の親水空間を活用
・北東アジアとの交流の拠点の創出
・親水空間の将来計画を策定

構造改革特区 酒田どぶろく特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

国際競争力のあ
る観光地づくり

２１世紀の北前船『酒田観光
ルネサンス』

観光ルネサンス事業

松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

酒田（旧鎧屋）

みちのくの自然・歴史を満喫する旅 山居倉庫、本間美術館

ひな街道を行く
舞娘茶屋相馬樓、旧鐙屋、本間美術館、本間家
旧本邸、山居倉庫

特別賞

山間集落・森林がめざめるま
ちづくり計画

・道整備交付金
・酒田市の一部（旧八
幡町）

出羽丘陵地域ふるさと再生計画 ・道整備交付金
・酒田市の一部（旧松
山町、旧平田町）

酒田の自然・まちなみ・ここ
ろの再生

・汚水処理施設整備交付金

がんばる商店街77選 中通り商店街
商店街が定めた理念をもとに、コミュニティビ
ジネス・地域性・地域文化・社会性・公益性を
柱とする事業を展開し、商店街のにぎわい回復

　

構造改革特区
飛躍に向けた新庄市みらいＩＴ人
材育成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

わたしの旅
日本昔話のふるさとを訪ね
て、心の癒しをしてもらう旅

「笠地蔵」など昔話の並ぶ商店街

地域再生
「食農もがみ」食と農ブラン
ド形成計画

・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注３）

がんばる商店街77選 新庄南北本町商店街等

「商店街の活性化は、地域住民の意識改革か
ら」をキャッチフレーズに、
アイデアから運用まで、１００％住民の手によ
るオリジナル事業

　

構造改革特区 超精密技術集積特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・保税蔵置場設置基準の弾力化
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

わたしの旅 みちのくの自然・歴史を満喫する旅 チェリーランド、慈恩寺

疏水百選
寒河江川用水（二ノ堰・高松
堰）

二ノ堰用水路は、現在は一部が親水公園に改修
され、市民や県内外から訪れる人の憩いの場と
して利用されている。高松堰は平成８年度の改
修により地区の歴史・景観・親水と生態系に配
慮した、親水空間に生まれ変わりました。

鶴岡市

酒田市

新庄市

寒河江市

わたしの旅

都市再生

わたしの旅

地域再生

34



山形県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

寒河江市 ものづくり
情報・生命・未来型ものづく
り産業プロジェクト

世界初となる真四角な電線の開発で航空機、自
動車、家電業界から注目。

超精密技術集積特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・保税蔵置場設置基準の弾力化
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

山形県東南村山・北村山・置賜地
区福祉有償運送セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

山形県東南村山・北村山・置賜地
区福祉有償運送セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

まつり交流特区
・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

都市再生
全国都市再生モデル調査
「おいたま ｵｰﾊﾞｰ ｻﾞ ﾚｲﾝﾎﾞｳ計画支
援のための広域連携調査」

・地域の資源循環のあり方を住民自らが考える
・地域団体の連携による「台所から農地」までの循環 長井市等

山形県東南村山・北村山・置賜地
区福祉有償運送セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

食の安全安心＝レインボープラン
特区

・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済

地域再生
活力と潤いのある緑豊かな美しい
ながい再生計画

・汚水処理施設整備交付金
・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

超精密技術集積特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・保税蔵置場設置基準の弾力化
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

山形県東南村山・北村山・置賜地
区福祉有償運送セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

高原再生特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

超精密技術集積特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・保税蔵置場設置基準の弾力化
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

山形県東南村山・北村山・置賜地
区福祉有償運送セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

雪国再生特区
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営への参
入の容認

山形県東南村山・北村山・置賜地
区福祉有償運送セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

尾花沢

南陽市 構造改革特区
山形県東南村山・北村山・置賜地
区福祉有償運送セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

山辺町 構造改革特区
山形県東南村山・北村山・置賜地
区福祉有償運送セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

中山町 構造改革特区
山形県東南村山・北村山・置賜地
区福祉有償運送セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

西川町 わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

月山山頂

上山市

村山市

長井市

天童市

東根市

尾花沢市

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区
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山形県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

朝日町 地域再生

しっかりした暮らしを築くエコ
ミュージアムのまち実践計画～朝
日町エコミュージアム型産業の創
造～

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

構造改革特区
山形県東南村山・北村山・置賜地
区福祉有償運送セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

大石田

構造改革特区
保育所・学校での一貫食育を通じ
た金山人づくり特区

・公立保育所における給食の外部搬入容認

疏水百選 金山大堰

雑割石護岸の水路に沿って遊歩道が設けられ、
その沿道には桜が植樹されるなど自然公園的な
要素を備えた整備がなされており、町の景観施
策のシンボルとなっている。

地域再生
「食農もがみ」食と農ブランド形
成計画

・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注３）

立ち上がる農山漁村 四季の学校・谷口運営委員会 廃校を活用した農業農村体験 平成１６年度選定

都市再生
全国都市再生モデル調査
「“ｳｴﾙﾈｽ"を基盤とする100万人
交流ｼﾝﾎﾞﾙｴﾘｱ整備促進調査」

・健康増進の交流拠点と市街地を結ぶ交通アク
セスの改善
・健康をテーマにした機能連携に向けた検討
・交流拠点を核としたコンパクトシティの検討

18年度採択分

食育機能の統合による次世代育成
すこやか特区

・公立保育所における給食の外部搬入容認

最上の宝を活かした100万人交流
のまちづくり特区

・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

封人の家

100万人交流を目指した“本物指
向のまち”促進プロジェクト

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
・文化芸術による創造のまち支援事業の活用

「食農もがみ」食と農ブランド形
成計画

・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注３）

構造改革特区
ふながた自然・田舎まるごと体験
ふれあい特区

・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

地域再生
「食農もがみ」食と農ブランド形
成計画

・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注３）

真室川町 地域再生
「食農もがみ」食と農ブランド形
成計画

・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注３）

大蔵村 地域再生
「食農もがみ」食と農ブランド形
成計画

・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注３）

鮭川村 地域再生
「食農もがみ」食と農ブランド形
成計画

・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注３）

戸沢村 地域再生
「食農もがみ」食と農ブランド形
成計画

・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注３）

超精密技術集積特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・保税蔵置場設置基準の弾力化
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

山形県東南村山・北村山・置賜地
区福祉有償運送セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

がんばる商店街77選 昭和縁結び通り商店街
『昭和ミニ資料館』を核とした昭和の街づくり
を実施。交流人口の増加を図りながら、ロゴ
マークやオリジナル商品等をブランド化

　

舟形町

大石田町

金山町

最上町

構造改革特区

地域再生

構造改革特区

高畠町
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山形県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

川西町 構造改革特区
山形県東南村山・北村山・置賜地
区福祉有償運送セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

構造改革特区
山形県東南村山・北村山・置賜地
区福祉有償運送セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

立ち上がる農山漁村 小国町 地域資源を活用した山村総合産業の創出 平成１７年度選定

白鷹町 構造改革特区
山形県東南村山・北村山・置賜地
区福祉有償運送セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

山形県東南村山・北村山・置賜地
区福祉有償運送セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

東洋のアルカディア郷再生特区
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営への参
入の容認

庄内町 疏水百選 北楯大堰
本堰により、農業用水の安定確保、新田開発と新村
の開創が可能になり、現在まで最上川左岸地域の農
業生産と農村生活の安定に寄与している。

構造改革特区 食料自給率向上特区
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認

・特例の全国化済

わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

吹浦

遊佐町・食べる手・作る手・つな
いだ食の再興計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

遊水の郷「くらしの水」再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

遊佐町の資源を活かした参加・協
働・共生の力地域再生計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

同一計画の区域

（注１）山形市、米沢市、寒河江市、上山市、天童市、東根市、高畠町

（注３）新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村

（注２）山形市、米沢市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、大石田町、高畠町、川西町、小国
町、白鷹町、飯豊町

小国町

遊佐町

地域再生

飯豊町 構造改革特区
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福島県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

全国都市再生モデル調査
「スチューデント・シティを
活用した都市再生に関する社
会モデル事業」

・中心部の大型空き店舗を体験学習の場として
活用
・共通のテーマの下で、企業、大学、NPO等が
連携

全国都市再生モデル調査
「少子高齢化が進む郊外型住
宅団地における持続できる地
域社会構築へ向けた試行」

・郊外型住宅団地の空き家対策、高齢者対策の
検討
・団地内に拠点を据えての再生方策の検討

全国都市再生モデル調査
「“ふくしま荒川物語”アク
ションプラン策定調査」

・荒川沿岸地域を一体的に捉えた全体構想の策定
・観光資源と既存ストックを活した新たな観光
を創出

松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

飯坂温泉

知っていそうで知らない日本
の文化の発見

土湯温泉

福島市都市農村交流促進計画 ・道整備交付金

快適なふくしまの暮らしの場
創出計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生
全国都市再生：共通的課題へ
の対応

歴史的なたたずまいを継承した街並み・まちづくり

知的創造・開発特区
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理

・同一計画の区域（郡
山市）

会津若松市ＩＴ特区

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・ＩＴ等の活用による不登校児童生徒の学習機
会の拡大

会津若松市新規就農支援特区 ・農地取得後の農地の下限面積要件緩和 ・特例の全国化済

わたしの旅
知っていそうで知らない日本
の文化の発見

鶴ヶ城、白虎隊の墓、さざえ堂、芦ノ牧温泉

疏水百選 会津大川用水
会津盆地の南部に位置し、会津若松市外１町に
またがる2,460haの水田からなる農業地帯を潤
している。

ものづくり
ものづくり日本大賞
（総理大臣表彰）

航空機内装用FRPに対する金属溶射と漆芸技術
を組み合わせた耐火性を持つ美観表面処理
　坂本朝夫（株式会社坂本乙造商店）

がんばる商店街77選
七日町通りまちなみ協議会・
ｱﾈｯｻｸﾗﾌﾞ

既存建物の表層部分の修景による「大正浪漫調」
の街並みづくりと、交流活動を通したおもてなし
の心による「ふれあいのまちづくり」の推進

　

知的創造・開発特区
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理

・同一計画の区域（会
津若松市）

郡山市小中学校英語教育特区
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・市町村負担教職員任用の容認

郡山市中心市街地駐車場運営
特区

・駐車場料金の設定・変更手続きの容易化
・特例の全国化済
・郡山市の一部(駐車場
整備地区)

疏水百選 安積疏水

かんがい用水だけでなく、郡山市の上水道用水
にも利用されている。小水力発電により環境に
優しく地区内の土地改良施設に電力を供給し、
維持管理の軽減が図られている。

地域再生
郡山市全市域水クリーンアッ
プ構想

・汚水処理施設整備交付金

がんばる商店街77選 郡山市中央商店街
商店街の道路高質化と併せたイベント事業の継
続的な実施による商店街活性化

　

都市再生

わたしの旅

地域再生

構造改革特区

構造改革特区

福島市

会津若松市

郡山市
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福島県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

国際交流都市いわき・英語教
育特区

・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

いわき地域の産業を支える情
報化リーダー育成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

いわき市認知症高齢者サポー
ト特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済

わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

医王寺

地域再生
活力に満ち、創造力あふれる
まちづくり計画

・道整備交付金

ものづくり
循環型社会対応産業振興プロ
ジェクト

廃食油のリサイクルによる日本初の植物性切削油
製造。高切削性により金型切削企業から注目。

白河市 わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

白河

都市再生

全国都市再生モデル調査
「中心市街地における井戸水
を活用した環境にやさしいま
ちづくり調査」

・井戸水等の水資源を活用
・ヒートアイランド抑制や道路等の融雪対策の
実験
・水環境に配慮したまちづくりの推進

18年度採択分

疏水百選 安積疏水

かんがい用水だけでなく、郡山市の上水道用水
にも利用されている。小水力発電により環境に
優しく地区内の土地改良施設に電力を供給し、
維持管理の軽減が図られている。

地域再生 新生須賀川水環境整備計画 ・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 喜多方市アグリ特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済

わたしの旅
知っていそうで知らない日本
の文化の発見

甲斐本家の蔵座敷、喜多方ラーメン

全国都市再生モデル調査
「協議会方式による街並み・賑
わいづくり事業計画策定事業」

・都市計画の事業推進方策の研究
・住民参加による創業・経営革新支援方策の研究
・歴史的文脈を継承した街並みづくり
・まちづくり交付金採択（16年度）（二本松駅
前地区）

全国都市再生モデル調査
「伝統的温泉ﾘｿﾞｰﾄ再生ﾓﾃﾞﾙ
調査」

・ウォーキング・食が融合した健康保養型温泉地
・プログラム化されたウォーキングによる商品化

地域再生
歴史・伝統と地域の資源を生
かした観光・交流まちづくり
振興計画

・道整備交付金

田村市 地域再生
はつらつ高原交流都市づくり
計画

・道整備交付金
・田村市の一部（移、
瀬川、美山、文殊及び
要田地区）

伊達市 都市再生

全国都市再生モデル調査
「地域交流ｾﾝﾀｰとしてのｾﾝﾀｰ
ｽｸｰﾙ創設による賑わい再生事
業の検討」

・老朽化した小学校の中心市街地への移転新築
・地域住民と協働して施設構成等の事業計画の
策定
・地域交流拠点としての学校づくりの推進

18年度採択分

桑折町 構造改革特区
企業誘致による地域活性化促
進特区

・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・特例の全国化済
・桑折町の一部（桑折
工業団地区域）

国見町 構造改革特区
国見町福祉有償運送セダン型
車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

川俣町 都市再生
全国都市再生モデル調査
「中南米民俗音楽の拠点形成
と交流によるまちづくり」

・中南米民族音楽の拠点「コスキン会館」を活用
・まちづくり方策、拠点の管理・運営方策の検討

構造改革特区

都市再生

須賀川市

喜多方市

二本松市

いわき市
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福島県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

大玉村 疏水百選 安積疏水

かんがい用水だけでなく、郡山市の上水道用水
にも利用されている。小水力発電により環境に
優しく地区内の土地改良施設に電力を供給し、
維持管理の軽減が図られている。

本宮町 疏水百選 安積疏水

かんがい用水だけでなく、郡山市の上水道用水
にも利用されている。小水力発電により環境に
優しく地区内の土地改良施設に電力を供給し、
維持管理の軽減が図られている。

鏡石町 地域再生 快適な牧場の朝まちづくり計画 ・汚水処理施設整備交付金

下郷町 わたしの旅
知っていそうで知らない日本
の文化の発見

大内宿

只見町 構造改革特区 緑と水と心のふるさと特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

南会津町 構造改革特区 ふるさと南郷再生特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・南会津町の一部（旧
南郷村）

北塩原村 わたしの旅
知っていそうで知らない日本
の文化の発見

裏磐梯、五色沼、杉山の土蔵集落

構造改革特区
西会津町ミネラル栽培活性化
特区

・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認

・特例の全国化済

地域「人・物」振興計画 ・道整備交付金 ・同一計画の区域（注１）

西会津町「すべてにやさしい
健康のまち」清流再生計画

・汚水処理施設整備交付金

西会津町「百歳への挑戦」健
康のまち再生計画

・「高齢者活力創造」地域再生プロジェクトの
推進

立ち上がる農山漁村 西会津町 食生活改善による平均寿命の飛躍的な向上 平成１６年度選定

磐梯町 都市再生
全国都市再生モデル調査
「慧日寺門前町の構築と会津
嶺の里づくり」

・住民・ＮＰＯ・リゾート関係者等による協議
会を設置
・歴史資源とリゾート施設を結びつける観光プ
ログラムの実験等

18年度採択分

わたしの旅
知っていそうで知らない日本
の文化の発見

野口英世記念館、猪苗代湖

疏水百選 安積疏水

かんがい用水だけでなく、郡山市の上水道用水
にも利用されている。小水力発電により環境に
優しく地区内の土地改良施設に電力を供給し、
維持管理の軽減が図られている。

柳津町 地域再生 地域「人・物」振興計画 ・道整備交付金 ・同一計画の区域（注１）

三島町 地域再生 地域「人・物」振興計画 ・道整備交付金 ・同一計画の区域（注１）

わたしの旅
知っていそうで知らない日本
の文化の発見

本郷焼窯元

疏水百選 会津大川用水
会津盆地の南部に位置し、会津若松市外１町に
またがる2,460haの水田からなる農業地帯を潤
している。

矢吹町 地域再生
さわやかな田園のまちづくり
計画

・汚水処理施設整備交付金

木の香あふれるふるさとづく
り計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（鮫
川村）

塙町生活環境改善計画 ・汚水処理施設整備交付金

鮫川村 地域再生
木の香あふれるふるさとづく
り計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（塙
町）

玉川村 構造改革特区 元気な玉川農村再生特区 ・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・特例の全国化済
・玉川村の一部（東部
地域）

平田村 地域再生
平田村「美しい集落づくり」
地域再生計画

・汚水処理施設整備交付金

川内村 構造改革特区 川内村教育特区
・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置

地域再生

塙町 地域再生

猪苗代町

会津美里町

西会津町
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福島県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区
大いなる田舎・までいライフ
いいたて推進特区

・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

地域再生
「までいライフ」による優し
い笑顔と心が満ちた村づくり

・保健衛生施設等の有効活用

同一計画の区域

（注１）西会津町、柳津町、三島町

飯舘村
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茨城県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生プロジェクト
「大都市圏における環状道路
体系の整備」

東京圏における環状道路の整備

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境
インフラの再生（自然環境の
保全）」

大都市圏における残されたまとまりのある自然
を保全｡このため､自然環境を総点検した上で､
施策を強化

都市再生プロジェクト
「東京圏におけるゲノム科学
の国際拠点形成」

東京圏において大学や試験研究機関､関連産業
の集積拠点を形成するとともに､各拠点間の産
学官連携を推進することにより､ｹﾞﾉﾑ科学の国
際的拠点を形成

全国都市再生モデル調査
「｢まちづくり現場と連携した
まちづくり教育の実施｣調査」

・小中学校でのまちづくり教育実施
・行政内のまちづくり教育に関わる窓口を一本化
・安全管理を含むまちづくり活動推進

県下全市町村

都市再生

全国都市再生モデル調査
「水戸芸術館･商店街･NPO
の連携による美しい街並み形
成検討調査」

・街なかの宝の再発見と活用による元気づくり
・高校、専門学校、大学、行政、ＮＰＯが幅広く連携
・多くの市民に参加のきっかけを提供
・まちづくり交付金採択（17年度）（水戸市中心
市街地地区）

広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業 ・同一計画の区域（注１）

いばらき美しい景観づくり特区
・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象
拡大

・特例の全国化済
・水戸市の一部（市街
化区域及び風致地区の
全域並びに主要道路）
・同一計画の区域
（龍ヶ崎市）

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・水戸市の一部（旧内
原町）
・同一計画の区域（注２）

つくば・東海・日立知的特区

・国立大学教員等の勤務時間内研究成果の活用 
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化
・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・水戸市の一部（旧水
戸市）
・同一計画の区域（注３）

水戸黄門さんまちおこし特区
・中心市街地における商業の活性化(大規模小売
店舗法の特例)

・水戸市の一部（駅前
地区、南町地区、泉町
地区、大工町地区）

水戸市幼・小・中英会話教育
特区

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

元気都市・水戸　ＩＴ人材育
成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

わたしの旅 万葉の旅 那賀曝井、水戸偕楽園 特別賞

疏水百選 備前堀用水

備前堀は，柳堤橋（桜川）付近の柳堤水門を起源と
する延長12kmの農業用用水路であり、平成8年に
新水戸八景の一つに選ばれ、その歴史ある水辺の風
情は多くの人々に愛されている。

地域再生
水戸市「快適な生活環境」再
生計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「ひたち技術ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｾﾝﾀｰ実
現化に関する調査」

・地域中小企業の国際化を、「技術研修」と「技術
提携」を切り口として支援。当面の対象国は東アジ
ア(特に中国)とヨーロッパ(特と東欧)
・まちづくり交付金採択（16年度）（日立市中心
市街地区）

構造改革特区 いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・日立市の一部（旧日
立市）
・同一計画の区域（注２）

茨城県

水戸市

日立市

都市再生

構造改革特区
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茨城県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

つくば・東海・日立知的特区

・国立大学教員等の勤務時間内研究成果の活用 
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化
・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・日立市の一部（旧日
立市）
・同一計画の区域（注３）

広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業
・日立市の一部（旧日
立市）
・同一計画の区域（注１）

地域再生
ひたち「海」と「山」の交流
ネットワーク計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（常
陸太田市）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「土浦市中心市街地における
組合型集合住宅の検討」

・居住者出資金による「新型コープ住宅」の実
現の検討
・専門家集団が支える方式の導入についての調査

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・土浦市の一部（旧土
浦市）
・同一計画の区域（注２）

つくば・東海・日立知的特区

・国立大学教員等の勤務時間内研究成果の活用 
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化
・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・土浦市の一部（旧土
浦市）
・同一計画の区域（注３）

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業
・古河市の一部（旧総
和町）
・同一計画の区域（注１）

石岡市福祉有償運送セダン型
車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業 ・同一計画の区域（注１）

わたしの旅
古くからの城下町である、茨
城県結城市を巡る旅

常光寺、郷土館、蔵通り（紬問屋街）本場結城紬染
織資料館・手織里（製造工程見学、糸紡ぎ体験）、
健田須賀神社、住吉神社、弘経寺、保坂酒造武勇、
秋葉味噌醸造（製造工程見学等）、結城物産館

地域再生
結城市「美しいゆとりある快
適環境」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生

全国都市再生モデル調査
「関東鉄道竜ケ崎線活性化検
討調査（地域とともに歩む地
方鉄道の振興方策）」

・龍ヶ崎市内完結型の4.5kmの鉄道を核とする
環境負荷の少ないまちづくり
・市民、商店街、大学など様々なまちづくり主
体と連携
・動線整備や新駅の整備の検討

いばらき美しい景観づくり特区 ・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象拡大

・特例の全国化済
・龍ケ崎市の一部（市
街化区域及び風致地区の
全域並びに主要道路）
・同一計画の区域（水
戸市）

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

いばらき幼保連携特区 ・幼稚園における幼稚園児と保育所児の合同活動
・特例の全国化済
・同一計画の区域（筑
西市）

龍ケ崎市福祉有償運送セダン
型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

日立市

土浦市

古河市

石岡市

結城市

龍ヶ崎市

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区
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茨城県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生

全国都市再生モデル調査
「市民､学生､行政の連携によ
る地域資源(歴史､自然)を活か
したまちなか再生事業」

・空き店舗における市民交流広場の設置、まち
なか案内板の設置等による中心市街地の活性化

18年度採択分

構造改革特区 いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「ｼﾅﾘｵ｢水海道千姫ものがた
り｣の充実によるまち再生推
進調査」

・シナリオ「水海道千姫ものがたり」による
「まちの再生」、再生のシンボル「千姫像復
元」による千姫とまちのイメージアップなど、
「まちの売り」の創作

構造改革特区 いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・常総市の一部（旧水
海道市）
・同一計画の区域（注２）

疏水百選 福岡堰

茨城県南部、小貝川下流左岸に広がる水田３，００
０ｈａのかんがい用施設、福岡堰頭首工から元圦樋
管まで１．７ｋｍの導水路は県内でも有数の桜の名
所として大勢の観光客が訪れ賑わいをみせている。

つくば下総地域「都市と農村
の交流によるまちづくり」

・道整備交付金
・同一計画の区域（つ
くば市、坂東市）

水とみどりの街みつかいどう
再生プラン

・汚水処理施設整備交付金
・常総市の一部（旧水
海道市）

常陸太田市金砂郷幼保一体的
運営特区

・幼稚園児と保育園児の合同活動
・公立保育所における給食の外部搬入容認

・常陸太田市の一部
（旧金砂郷町）

広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業

・常陸太田市の一部
（旧常陸太田市、旧金
砂郷町）
・同一計画の区域（注１）

ひたち「海」と「山」の交流
ネットワーク計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（日
立市）

常陸太田市「豊かな自然と共
生する“えことぴあ”」計画

・汚水処理施設整備交付金

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

高萩市教育特区

・高等学校等における校外学習の認定単位数の
拡大
・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

北茨城市農山漁村交流促進特区
・農家民宿における簡易な消防設備等の容認
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

北茨城市福祉有償運送セダン
型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

地域再生
「雨情の里」北茨城市水環境
保全計画

・汚水処理施設整備交付金

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

笠間市（旧友部町）ＮＰＯ等
有償運送セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用
・笠間市の一部（旧友
部町）

広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業 ・同一計画の区域（注１）

「水と緑の共生する岩間」再
生計画

・汚水処理施設整備交付金
・笠間市の一部（旧岩
間町）

あかるく活力のある笠間稲荷
のまち再生計画

・道整備交付金

取手市 都市再生
全国都市再生モデル調査
「大学,民間企業等が参加した｢
駅圏活性化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣策定調査」

・駅圏設定とブロードバンドによる活性化方策
・アーバン・マネジメントのあり方と推進母体
設置の検討
・実証実験の方針

下妻市

常総市

常陸太田市

高萩市

北茨城市

笠間市

地域再生

構造改革特区

地域再生

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

地域再生
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茨城県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

取手市福祉有償運送セダン型
車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

疏水百選 福岡堰

茨城県南部、小貝川下流左岸に広がる水田３，００
０ｈａのかんがい用施設、福岡堰頭首工から元圦樋
管まで１．７ｋｍの導水路は県内でも有数の桜の名
所として大勢の観光客が訪れ賑わいをみせている。

地域再生
取手”芸術の杜”創造プロ
ジェクト

・文化芸術による創造のまち支援事業の活用
・地域再生支援のための「特定地域プロジェク
トチーム」の編成

・取手市の一部（取手
駅周辺地区）

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

牛久市福祉有償運送セダン型
車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

全国都市再生モデル調査
「新田園都市構想を前提にした
田園居住街区まちづくり検討」

・郊外住宅地の新たな開発手法となる新田園都
市構想の実現
・まちづくり交付金採択（17年度）（研究学園
都市中心地区）

全国都市再生モデル調査
「子供たちの通学路から発見
した地域情報にもとづくｺﾐｭﾆ
ﾃｨの活性化ﾌﾟﾗﾝ」

・通学路の危険箇所情報の共有など、学校と地
域の関係機関が連携し、一体となった安全確保
と地域コミュニティ活性化の取り組み
・まちづくり交付金採択（17年度）（研究学園
都市中心地区）

全国都市再生モデル調査
「産,学,官,民連携.協働による
CB創出支援ｼｽﾃﾑ構築調査」

・研究学園都市ならではの知的資源を活用
・産学官民が連携交流する場の提供等による支
援システムの構築により、新製品・新サービス
等を創出

18年度採択分

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

つくば・東海・日立知的特区

・国立大学教員等の勤務時間内研究成果の活用 
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化
・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注３）

つくば市新エネルギー特区
・一般用電気工作物への位置づけによる家庭用
燃料電池発電設備の導入

・特例の全国化済

つくば市福祉有償運送セダン
型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

万葉の里つくばあぐり特区
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認

・特例の全国化済

国際競争力のあ
る観光地づくり つくばサイエンスツアー ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業

平成17年度実施  教育
旅行誘致

わたしの旅 万葉の旅 常陸北条（筑波山） 特別賞

地域再生
つくば下総地域「都市と農村
の交流によるまちづくり」

・道整備交付金
・同一計画の区域（常
総市、坂東市）

つくば・東海・日立知的特区

・国立大学教員等の勤務時間内研究成果の活用 
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化
・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注３）

広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業 ・同一計画の区域（注１）

ひたちなか市福祉有償運送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

取手市

牛久市

つくば市

ひたちなか市

構造改革特区

構造改革特区

都市再生

構造改革特区

構造改革特区
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茨城県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区
ひたちなか市ＩＣＴ人材育成
特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

地域再生 ひたちなか市「水環境保全計画」 ・汚水処理施設整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「「鹿島神宮門前町の再生か
ら鹿嶋の未来を展望する」」

・鹿島神社の総本山の鹿島神宮の門前町の再生
・シーニックバイウエイの導入による環境客の
回遊の検討

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

鹿島経済特区

・電力の特定供給事業の許可対象の拡大
・高圧ガス製造施設の自主検査対象の拡大
・高圧ガス設備の開放検査期間の延長
・高圧ガス施設の保安検査期間の延長
・再生利用認定制度の対象廃棄物の拡大
・可燃性ガスの圧縮における含有酸素量変更

・同一計画の計画（注４）

わたしの旅 万葉の旅 鹿島神宮 特別賞

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

鹿島経済特区

・電力の特定供給事業の許可対象の拡大
・高圧ガス製造施設の自主検査対象の拡大
・高圧ガス設備の開放検査期間の延長
・高圧ガス施設の保安検査期間の延長
・再生利用認定制度の対象廃棄物の拡大
・可燃性ガスの圧縮における含有酸素量変更

・同一計画の計画（注４）

つくば・東海・日立知的特区

・国立大学教員等の勤務時間内研究成果の活用 
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化
・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注３）

守谷もりもり福祉輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・常陸大宮市の一部
（旧大宮町）
・同一計画の区域（注２）

常陸大宮市福祉有償運送セダ
ン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業
・常陸大宮市の一部
（旧大宮町）
・同一計画の区域（注１）

健やかに安心して暮らせるま
ちづり計画

・道整備交付金

常陸大宮市豊かな自然と調和
した地域再生計画

・汚水処理施設整備交付金

・常陸大宮市の一部（栄
町地区、南町地区、中富
町地区、抽ヶ台町地区、
上町地区、岩瀬地区）

つくば・東海・日立知的特区

・国立大学教員等の勤務時間内研究成果の活用 
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化
・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・那珂市の一部（旧那
珂町）
・同一計画の区域（注３）

那珂市福祉有償運送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業
・那珂市の一部（旧那
珂町）
・同一計画の区域（注１）

地域再生
那珂市「安全で快適な住みや
すいまちづくり」計画

・汚水処理施設整備交付金

筑西市 構造改革特区 いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・筑西市の一部（旧下
館市）
・同一計画の区域（注２）

ひたちなか市

鹿嶋市

潮来市

守谷市

常陸大宮市

那珂市

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

地域再生

構造改革特区
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茨城県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

いばらき幼保連携特区 ・幼稚園における幼稚園児と保育所児の合同活動

・特例の全国化済
・筑西市の一部（旧下
館市）
・同一計画の区域
（龍ヶ崎市）

広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業

・筑西市の一部（旧下
館市、旧協和町、旧関
城町）
・同一計画の区域（注１）

地域再生
筑西市「人と自然、共生文化
都市」鬼怒川・小貝川清流再
生計画

・汚水処理施設整備交付金

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
都市計画道路整備、中央地区再開発などを契機
とした、民間特に商業者自らの事業を誘発する
ような取組を実施する。

旧下館市

構造改革特区 いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・坂東市の一部（旧岩
井市）
・同一計画の区域（注２）

地域再生
つくば下総地域「都市と農村
の交流によるまちづくり」

・道整備交付金
・同一計画の区域（常
総市、つくば市）

構造改革特区 いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・稲敷市の一部（旧新
利根町）
・同一計画の区域（注２）

地域再生 水辺文化育む空間づくり計画 ・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・かすみがうら市の一
部（旧霞ヶ浦町）
・同一計画の区域（注２）

地域再生 母なる湖「霞ヶ浦」再生計画 ・汚水処理施設整備交付金
・かすみがうら市の一
部（霞ヶ浦地区）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「歴史的たたずまいを継承し
た街並み・まちづくり」

・住民・行政一体となったまちづくり検討
・既存ストック（歴史的建造物）の活用計画
・学識経験者を交えた街並み景観の検討
・まちづくり交付金採択（16年度）（真壁地区）

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・桜川市の一部（旧岩
瀬町、旧真壁町）
・同一計画の区域（注２）

広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業
・桜川市の一部（旧岩
瀬町、旧大和村）
・同一計画の区域（注１）

地域再生
「桜川」いにしえの清流再生
計画――世阿弥の舞台「桜
川」の再生――

・汚水処理施設整備交付金
・桜川市の一部（旧岩
瀬町）

神栖市 構造改革特区 鹿島経済特区

・電力の特定供給事業の許可対象の拡大
・高圧ガス製造施設の自主検査対象の拡大
・高圧ガス設備の開放検査期間の延長
・高圧ガス施設の保安検査期間の延長
・再生利用認定制度の対象廃棄物の拡大
・可燃性ガスの圧縮における含有酸素量変更

・同一計画の計画（注４）

鹿島経済特区

・電力の特定供給事業の許可対象の拡大
・高圧ガス製造施設の自主検査対象の拡大
・高圧ガス設備の開放検査期間の延長
・高圧ガス施設の保安検査期間の延長
・再生利用認定制度の対象廃棄物の拡大
・可燃性ガスの圧縮における含有酸素量変更

・同一計画の計画（注４）

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・行方市の一部（旧北
浦町）
・同一計画の区域（注２）

構造改革特区 鹿島経済特区

・電力の特定供給事業の許可対象の拡大
・高圧ガス製造施設の自主検査対象の拡大
・高圧ガス設備の開放検査期間の延長
・高圧ガス施設の保安検査期間の延長
・再生利用認定制度の対象廃棄物の拡大
・可燃性ガスの圧縮における含有酸素量変更

・同一計画の計画（注４）

地域再生
鉾田市「安心して楽しめる」
水環境再生計画

・汚水処理施設整備交付金
・鉾田市の一部（旧鉾
田町）

つくばみらい
市

構造改革特区
つくばみらい市福祉有償運送
セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

筑西市

坂東市

稲敷市

かすみがうら
市

桜川市

行方市

鉾田市

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区
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茨城県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 つくば・東海・日立知的特区

・国立大学教員等の勤務時間内研究成果の活用 
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化
・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注３）

疏水百選 福岡堰

茨城県南部、小貝川下流左岸に広がる水田３，００
０ｈａのかんがい用施設、福岡堰頭首工から元圦樋
管まで１．７ｋｍの導水路は県内でも有数の桜の名
所として大勢の観光客が訪れ賑わいをみせている。

小美玉市福祉有償運送セダン
型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業
・小美玉市の一部（旧
小川町、旧美野里町）
・同一計画の区域（注１）

水と緑の「やすらぎの里」地
域再生計画

・汚水処理施設整備交付金
・小美玉市の一部（旧
小川町）

｢ふるさとの水　きれい｣再生
計画

・汚水処理施設整備交付金

・小美玉市の一部（旧
美野里町の一部（堅倉
南部、高場、大谷、小
曽納地区））

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業 ・同一計画の区域（注１）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「大洗海の大学を中心とした
まちづくり調査」

・海の文化を鮮明にしたまちづくりの展開
・地域の高齢者や若者による地域の元気づくり
・新たな体験型プログラム

つくば・東海・日立知的特区

・国立大学教員等の勤務時間内研究成果の活用 
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化
・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注３）

広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業 ・同一計画の区域（注１）

構造改革特区 いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・城里町の一部（旧桂
村）
・同一計画の区域（注２）

地域再生 城里町「豊かな環境」再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

つくば・東海・日立知的特区

・国立大学教員等の勤務時間内研究成果の活用 
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化
・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注３）

東海村福祉有償運送セダン型
車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業 ・同一計画の区域（注１）

大子町 構造改革特区 大子町教育特区
・学校設置会社による学校設置
・校地、校舎の自己所有を要しない小学校等設置

構造改革特区 いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

地域再生
美浦村「水と緑と人の共生の
ための再生計画」

・汚水処理施設整備交付金

阿見町福祉有償運送セダン型
車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

つくばみらい
市

小美玉市

茨城町

大洗町

城里町

東海村

美浦村

阿見町

構造改革特区

地域再生

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区
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茨城県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

阿見町 構造改革特区 つくば・東海・日立知的特区

・国立大学教員等の勤務時間内研究成果の活用 
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化
・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注３）

構造改革特区
河内町福祉有償運送セダン型
車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

地域再生
「太陽と水とみどり」豊かに
美しくすむまち河内再生計画

・汚水処理施設整備交付金

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業 ・同一計画の区域（注１）

地域再生
八千代町「詩情あふれる農村
空間」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

五霞町 構造改革特区 いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業 ・同一計画の区域（注１）

地域再生 豊かな恵みの農業再生計画 ・汚水処理施設整備交付金
・境町の一部（長田地
区、静地区）

いばらき幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

利根町福祉有償運送セダン型
車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

同一計画の区域

（注１）水戸市、日立市の一部（旧日立市）、古河市の一部（旧総和町）、結城市、常陸太田市の一部（旧常陸太田市、旧金砂郷町）、笠間
市、ひたちなか市、常陸大宮市の一部（旧大宮町）、那珂市の一部（旧那珂町）、筑西市の一部（旧下館市、旧協和町、旧関城町）、桜川市の
一部（旧岩瀬町、旧大和村）、小美玉市の一部（旧小川町、旧美野里町）、茨城町、大洗町、東海村、八千代町、境町、宇都宮市、足利市、栃
木市、佐野市、小山市、真岡市、下野市の一部（旧石橋町）、上三川町、二宮町、壬生町、岩舟町、都賀町

（注２）水戸市の一部（旧内原町）、日立市の一部（旧日立市）、土浦市の一部（旧土浦市）、古河市、石岡市、結城市、龍ヶ崎市、下妻市、
常総市の一部（旧水海道市）、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市の一部（旧大宮町）、筑
西市の一部（旧下館市）、坂東市の一部（旧岩井市）、稲敷市の一部（旧新利根町）、かすみがうら市（旧霞ヶ浦町）、桜川市の一部（旧岩瀬
町、旧真壁町）、行方市の一部（旧北浦町）、茨城町、城里町の一部（旧桂村）、美浦村、阿見町、八千代町、五霞町、境町、利根町

（注３）水戸市の一部（旧水戸市）、日立市の一部（旧日立市）、土浦市の一部（旧土浦市）、つくば市、ひたちなか市、守谷市、那珂市の一
部（旧那珂町）、つくばみらい市、大洗町、東海村、阿見町

（注４）鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市

河内町

八千代町

境町

利根町

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区
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栃木県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

栃木県 構造改革特区
栃木県福祉有償運送セダン型
車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用
・栃木県の一部（栃木県
の全域のうち旧今市市及
び高根沢町を除く地域）

栃木県宇都宮
市・日光市・益
子町、埼玉県川
越市・さいたま
市

国際競争力のあ
る観光地づくり

日台高校生修学 IN 関東
『YOKOSO JAPAN ! 
YOKOSO KANTO ! 2005』
ＴＶ番組制作放映事業

ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業
平成17年度実施  青少
年交流

都市再生

全国都市再生モデル調査
「 ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞを視野に入れ
た自転車活用による中心市街
地活性化方策の検討」

・自転車を中心市街地へのアクセス手段及び回
遊手段として活用することにより、中心市街地
を活性化

18年度採択分

宇都宮にぎわい特区
・中心市街地における商業の活性化(大規模小売
店舗法の特例)

・宇都宮市の一部(都心
部地区及びJR宇都宮駅
西口地区）

うつのみや生き生き宮っ子特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

宇都宮キャリア人材育成特区

・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置
・運動場に係る要件の弾力化による大学設置
・空地にかかる要件の弾力化による大学設置

広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業 ・同一計画の計画（注１）

ものづくり
地域新生コンソーシアム研究
開発事業

・環境負荷低減型の短時間・均質加熱焼成プロ
セスを開発。マイクロ波焼成の特徴を生かした
陶磁器、大型アルミナセラミックス、非酸化物
系セラミックスの焼成技術を実用化。

中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
都市経済、地域経済の活力増進と市街地環境の
改善等を目指して一体的、総合的に取り組む。

がんばる商店街77選 宇都宮ユニオン通り商店街
イベント事業を通じて県内外からの若者が訪
れ、明るいファッションの街というイメージの
定着に成功

　

都市再生

全国都市再生モデル調査
「市民との協働による文化創造
の都市づくりによるまちなか再
生促進活動調査」

・「足利学校こだわりのまちづくり」
・これまでの課題整理・評価
・新たな観光プログラム開発

足利英会話教育特区
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業 ・同一計画の計画（注１）

わたしの旅
南北朝動乱の両雄　足利尊氏と
新田義貞の父祖の地を訪ねて

樺崎寺跡、吉祥寺、法楽寺、善徳寺、足利学校
跡、足利氏宅跡（鑁阿寺）、八幡宮、大岩山毘
沙門天

地域再生
文化芸術による歴史と文化の
まち活性化プラン

・文化芸術による創造のまち支援事業の活用

栃木市幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業 ・同一計画の計画（注１）

構造改革特区 広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業 ・同一計画の計画（注１）

新佐野市清流再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

水と緑と万葉の地の再生計画 ・道整備交付金

鹿沼市「水のふるさと」再生
計画

・汚水処理施設整備交付金

豊かな自然と産業が調和する”
元気な鹿沼”まちづくり計画

・道整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「日光市まちづくり交通計画
調査」

・世界遺産地区の環境保全のための交通対策
・円滑な移動の確保や街なか観光の活性化に交通誘
導や街なか駐車場
・まちづくり交付金採択（17年度）（清滝地区）
・まちづくり交付金採択（18年度）（世界遺産
「日光の社寺」及び門前町地区）

構造改革特区
いまいちネットワークシステ
ム特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用
・日光市の一部（旧今
市市）

地域再生

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

地域再生

宇都宮市

足利市

栃木市

佐野市

鹿沼市

日光市

50



栃木県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 日光市小中一貫教育特区
・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）
・特区研究開発学校における教科書の早期給与

・日光市の一部（旧今
市市）

足尾銅山が語る２０世紀
―日本近代化の縮図　足尾町
を歩く―

通洞駅、足尾歴史館、足尾銅山観光、掛水倶楽
部、銅親水公園

”Jａｐａｎ”を訪ねる旅
日光木彫りの里工芸センター、日光東照宮、日
光二荒山神社

大賞

松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

日光

地域再生
四季の彩りに風薫るひかりの
郷”日光”活性化計画

・道整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「路線バスに代わる新たなバ
スの活用方策（社会実験）」

・小山市街地におけるバスサービスの展開
・コミュニティバス実験運行地区における改善策
・その他市街地におけるバスサービスの提供
・まちづくり交付金採択（17年度）（小山駅周辺地区）
・まちづくり交付金採択（18年度）（間々田駅周辺地区）
・まちづくり交付金採択（18年度）（羽川地区）

広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業 ・同一計画の計画（注１）

小山市英語教育推進特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

地域再生
小山市「水と緑と大地を未来に
つなぐまち」自然環境再生計画

・汚水処理施設整備交付金

真岡市 構造改革特区 広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業 ・同一計画の計画（注１）

大田原市医療福祉産業特区 ・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・特例の全国化済
・大田原市の一部（中
田原工業団地）

大田原市英語教育特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

黒羽

疏水百選 那須野ヶ原用水
那珂川と鬼怒川間の45kmを結ぶ大運河構想に
端を発し、明治の日本三大疏水のひとつとし
て、明治18年（1885）に開削された。

地域再生 自然と親しむまちづくり計画 ・道整備交付金

矢板市 地域再生
豊かな自然を活かした活力あ
る矢板市のまちづくり

・道整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「西那須野町の駅前活性化プ
ラン」

・交通結節点（駅前広場）の整備を突破口として民
間開発を誘発
・歩いて生活を楽しめるまちの実現
・まちづくり交付金採択（17年度）（駅西地区）

疏水百選 那須野ヶ原用水
那珂川と鬼怒川間の45kmを結ぶ大運河構想に
端を発し、明治の日本三大疏水のひとつとし
て、明治18年（1885）に開削された。

地域再生
新市のステップアップをささ
える社会基盤づくり

・道整備交付金

さくら市 地域再生
安心して暮らせる「さくら・
たかねざわ」まちづくり計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（高
根沢町）

那須烏山市 地域再生
「自然と共存の郷」清流再生
計画

・汚水処理施設整備交付金

下野市 構造改革特区 広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業
・下野市の一部（旧石橋町）
・同一計画の計画（注１）

構造改革特区 広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業 ・同一計画の計画（注１）

地域再生
上三川町「三川の郷」清流再
生計画

・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業 ・同一計画の計画（注１）

地域再生
賑わいと心地よさあふれる　
融合のまちづくり再生計画

・汚水処理施設整備交付金

わたしの旅

構造改革特区

構造改革特区

那須塩原市

上三川町

二宮町

日光市

小山市

大田原市
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栃木県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

益子町 地域再生 ましこみず環境再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

地域再生
自然が輝く、人が輝く、地域
が輝く茂木町のまちづくり

・道整備交付金

牧野地区むらづくり協議会
そばの里まぎの協議会

そばのオーナー制度による地域おこし 平成１６年度選定

茂木町
家畜排泄物や町内生ごみ、落葉などの堆肥化に
よる環境保全型農業の推進

平成１７年度選定

構造改革特区 広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業 ・同一計画の計画（注１）

地域再生
壬生町「清流くろかわ」再生
計画

・汚水処理施設整備交付金

野木町 地域再生
｢グリーン＆クリーン」野木
町　再生計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生

全国都市再生モデル調査
「おもてなしの地域づくりを
目指した｢おおひらｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ
制度(仮称)｣検討調査」

・おもてなしの心を持って来訪者に接する「コ
ンシェルジュ」を育成・認定し、まちづくりの
核として活動してもらうことにより、中心市街
地を活性化

18年度採択分

「水・ひと・まち」光り輝く
まちづくり再生計画

・汚水処理施設整備交付金

太平山に抱かれたロマンと房
なりの笑顔が拓くクロスロー
ド計画

・道整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「鬼怒川温泉再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ調
査」

・長期滞在可能な新たな温泉地観光の展開
・介護や支援が必要な人を受け入れる温泉地の整備
・新たな産業の創出による雇用の拡大
・まちづくり交付金採択（16年度）（藤原町鬼怒
川温泉地区）

地域再生
「ハートにアクセス」～人と
自然が出会う町・ふじおか

・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業 ・同一計画の計画（注１）

地域再生
都市と農村ふれあいの町「い
わふね」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 広域連携物流特区 ・重量物輸送効率化事業 ・同一計画の計画（注１）

地域再生 「ほたるの学校」清流再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 塩谷町教育特区
・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置

わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

玉生

構造改革特区
高根沢町福祉有償運送セダン
型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

疏水百選 おだきさん

五行川の田園地帯に唯一残る湧水池。名称の由
来は、貧しく美しい娘おだきさん入水伝説によ
るもので、池のほとりには奉公先の見目家の水
に因む祠堂がある。

地域再生
安心して暮らせる「さくら・
たかねざわ」まちづくり計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（さ
くら市）

わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

那須湯本温泉、芦野

地域再生
人が行き交いふれあう那須高
原のまちづくり

・道整備交付金

同一計画の区域

地域再生

立ち上がる農山漁村

都賀町

塩谷町

高根沢町

那須町

壬生町

大平町

藤原町

岩舟町

茂木町

（注１）宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、小山市、真岡市、下野市の一部（旧石橋町）、上三川町、二宮町、壬生町、岩舟町、都賀町、水
戸市、日立市の一部（旧日立市）、古河市の一部（旧総和町）、結城市、常陸太田市の一部（旧常陸太田市、旧金砂郷町）、笠間市、ひたちな
か市、常陸大宮市の一部（旧大宮町）、那珂市の一部（旧那珂町）、筑西市の一部（旧下館市、旧協和町、旧関城町）、桜川市の一部（旧岩瀬
町、旧大和村）、小美玉市の一部（旧小川町、旧美野里町）、茨城町、大洗町、東海村、八千代町、境町
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群馬県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

高齢者安心まちづくり

全国都市再生モデル調査
「養蚕・製糸・織物などの歴史
遺産を生かした「シルクカント
リー群馬」の地域再生構想」

・絹をキーワード地域再生のグランドデザイン
を描き、さらなる地域再生のアイディアを生む
ための構想。

構造改革特区
群馬県福祉有償運送セダン型
車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用
・群馬県の一部（高崎
市を除く地域）

ものづくり 産学連携製造中核人材育成事業
半導体ユーザー企業の設計担当者を対象とする
アナログ技術人材育成
国立大学法人群馬大学工学部

全国都市再生モデル調査
「都市再生のためのにぎわい
交流空間創り」

・タウンモビリティの導入可能性の検討
・中心市街地の魅力向上策の検討
・GISを活用した地域情報システムの活用
・まちづくり交付金採択（16年度）
　（前橋市六供地区）（前橋市二中地区）
　（前橋市松並木地区）（前橋市北前橋地区）

全国都市再生モデル調査
「まちなか遊園地化計画」

・無料巡回バスの運行、恒常的なパークアンド
ライドの実施、大道芸フェスティバル等のイベ
ントによる集客等による中心市街地の活性化

18年度採択分

構造改革特区 前橋競輪にぎわい特区 ・競輪場の入場料の無料化 ・前橋市の一部

万葉の旅 上野国分寺跡 特別賞

埴輪たちが語り始めます。旅は
今、群馬からと。奈良ばかりを
見ていてはわかりません。

宝塔山古墳、蛇穴山古墳、二子山古墳

広瀬用水（広瀬川）
古くは農業用水のほか、前橋城や浄化の生活・防火
用水、舟運、河岸など、地域経済、文化の要衝であ
り、前橋市、伊勢崎市発展の礎となっている。

群馬用水
群馬用水の建設により農業経営の近代化が図られ
た。現在は、約７５００ｈａの農地を潤している。

地域再生
街と自然が共生する「こころ
の風”あかぎ”」推進計画

・道整備交付金
・汚水処理施設整備交付金

全国都市再生モデル調査
「都心環状線の新たな手法の
導入による早期整備と地方観
光の実現」

・新しいまちづくり手法の検討
・都心環状線整備に向けた住民参加プログラムの検討
・歴史的ストックを活用したまちなか観光の検討、ＮＰ
Ｏの関わり
・まちづくり交付金採択（16年度）（上中居地区）
・まちづくり交付金採択（18年度）（高崎市中心市街地
地区）

全国都市再生モデル調査
「多数の住民による自発的生
活インフラ点検に基づく都市
圏創造」

・多数住民の自発的な参加によるインフラ整備
プログラムの提案
・地域を活動拠点とするＮＰＯのファシリテー
タとしての役割

全国都市再生モデル調査
「東一条通り(旧中山道)水と
緑を活かした､賑わいのある
持続可能なまちづくり構想」

・地方都市観光を実現をめざし、街なかにある
歴史的ストックを活用
・公共用地を含む大規模低未利用地を活用した
拠点的施設の誘導
・居住者・商店主・ＮＰＯ等による地域のまち
づくり組織を立ち上げ

全国都市再生モデル調査
「中心市街地における大学連
携プラットホーム・多目的サ
テライト教室創出構想」

・中心市街地に学生住宅を計画的に整備
・市有地をタネにサテライト教室等整備に民間
活力を導入

全国都市再生モデル調査
「駅周辺の賑わいづくりと鉄
道高架下利用」

・駅周辺におけるペデストリアンデッキ等の施
設整備や高崎駅鉄道高架下の有効活用事業モデ
ルの検討を通じた駅周辺の賑わいづくり

18年度採択分

高崎ボランティア輸送特区 ・NPOボランティア輸送によるセダン車の使用

明日から同じクラスのおとも
だちになる特区

・幼稚園児と保育所児の合同活動
・特例の全国化済
・高崎市の一部（旧倉
渕村）

都市再生

都市再生

わたしの旅

疏水百選

都市再生

構造改革特区

群馬県

前橋市

高崎市
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群馬県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

２０世紀初頭、外国人建築家
が見た日本をめぐる旅

少林山達磨寺、群馬音楽センター、群馬県立近
代美術館、群馬県立歴史博物館、高崎哲学堂

特別賞

埴輪たちが語り始めます。旅は
今、群馬からと。奈良ばかりを
見ていてはわかりません。

かみつけの里博物館、八幡塚古墳、綿貫観音山
古墳、群馬県立歴史博物館（群馬県立公園群馬
の森内）、山王廃寺跡

長野堰用水

古くからかんがい用水だけでなく水道用水や、
水車を使っての米つき、防火用水としても利用
されていた。現在も防火用水、環境用水とし
て、幹線水路上はポケットパークに提供し市民
の憩いの場となっている。

群馬用水
群馬用水の建設により農業経営の近代化が図ら
れた。現在は、約７５００ｈａの農地を潤して
いる。

火山との共生をめざす地域再
生計画

・道整備交付金
・高崎市の一部（旧倉渕
村）
・同一計画の区域（注１）

高崎市「自然と共生する環境
保全都市」計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「ﾉｺｷﾞﾘ屋根工場群の活用に
よる都市再生」

・ノコギリ屋根工場を文化・芸術活動の創造の
場として活用
・ノコギリ屋根工場を地場産業の技術伝承の新
たな苗床として活用
・ノコギリ屋根工場を産業観光の核として活用

疏水百選 群馬用水
群馬用水の建設により農業経営の近代化が図ら
れた。現在は、約７５００ｈａの農地を潤して
いる。

多様な観光名所の連携による
活性化計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注２）

桐生市「自然と人が共生する
まち（森林都市・水源都
市）｣再生計画

・汚水処理施設整備交付金

全国都市再生モデル調査
「中心市街地における緑豊か
な環境と歴史資産活用による
定住ゾーンの再生」

・官民協働のまちづくり
・まちづくり資産の整理
・都市計画の見直し
・まちづくり交付金採択（16年度）（東部第二地区）
・まちづくり交付金採択（16年度）（西部地区）
・まちづくり交付金採択（18年度）（歴史とコミュニ
ティ再生赤石地区）

全国都市再生モデル調査
「東西の二大医療ｴﾘｱを核と
した｢健康医療都市 いせさき｣
創造ﾌﾟﾗﾝ」

・既存の保健・医療・福祉関連の地域資源の有
効活用
・河川、公園等の自然空間の有効活用
・健康増進施策（健康・医療・福祉サービス）
の検討

全国都市再生モデル調査
「市民と産・学・行政の連携
による公共バスネットワーク
システムモデル調査」

・市民と産・学・官が協働した「公共交通と自動車
の機能分担による交通ネットワーク」形成の検討
・「小さな自治の形成」を目指した「市民との協働
によるバスステーションづくり」の検討

広瀬用水（広瀬川）

古くは農業用水のほか、前橋城や浄化の生活・
防火用水、舟運、河岸など、地域経済、文化の
要衝であり、前橋市、伊勢崎市発展の礎となっ
ている。

群馬用水
群馬用水の建設により農業経営の近代化が図ら
れた。現在は、約７５００ｈａの農地を潤して
いる。

都市再生
全国都市再生モデル調査
「多様な住民との協働による街
並の魅力とにぎわい再生調査」

・多様な住民との協働による中心市街地の活性化
・まちづくりにおける防災・防犯対策、空き店舗対策
・外国人のまちづくりへの参加
・まちづくり交付金採択（18年度）（太田市中心市街地
地区）

構造改革特区
定住化に向けた外国人児童・
生徒の教育特区

・特別免許授与手続きの簡素化・迅速化
・市町村負担教職員任用の容認

・特例の全国化済

疏水百選

疏水百選

地域再生

地域再生

都市再生

わたしの旅

桐生市

伊勢崎市

太田市

高崎市
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群馬県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 太田外国語教育特区
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

わたしの旅
南北朝動乱の両雄　足利尊氏と
新田義貞の父祖の地を訪ねて

東毛歴史資料館、世良田長楽寺、東照宮、総持
寺、生品神社、円福寺、十二所神社、大光院、
金山城跡、薮塚温泉

疏水百選 渡良瀬川沿岸

かんがい用水とともに地域用水としても機能し
ている。館林・邑楽を流れる多々良川が途中で
流入する多々良沼の景観は見る者の心をとらえ
て離さない。

地域再生
太田市「水と緑あふれる」都
市環境再生計画

・汚水処理施設整備交付金

清らかで安全な水を大切にす
るまち

・汚水処理施設整備交付金

多様な観光名所の連携による
活性化計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注２）

疏水百選 渡良瀬川沿岸

かんがい用水とともに地域用水としても機能し
ている。館林・邑楽を流れる多々良川が途中で
流入する多々良沼の景観は見る者の心をとらえ
て離さない。

地域再生
館林市「豊かな自然と快適な
住環境」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

わたしの旅 万葉の旅 伊香保温泉 特別賞

疏水百選 群馬用水
群馬用水の建設により農業経営の近代化が図ら
れた。現在は、約７５００ｈａの農地を潤して
いる。

地域再生
渋川市「蛍の舞うまちづく
り」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

富岡市 地域再生
富岡市　人と豊かな自然共生
計画

・汚水処理施設整備交付金

わたしの旅 万葉の旅 碓氷峠 特別賞

地域再生
安中「清らかで豊かな水」保
全計画

・汚水処理施設整備交付金

わたしの旅
足尾銅山が語る２０世紀
―日本近代化の縮図　足尾町
を歩く―

富弘美術館、沢入駅（陶器と良寛の書の館）、
水根駅（駅温泉センター、黒保根村歴史民俗資
料館）、大間々駅（高津戸峡）

多様な観光名所の連携による
活性化計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注２）

「豊かな生活創造都市」みど
り再生計画

・汚水処理施設整備交付金

やさしさにいつでもあえる里
づくり計画

・農林水産関係補助対象施設の有効活用
・みどり市の一部（旧
東村）

富士見村 疏水百選 群馬用水
群馬用水の建設により農業経営の近代化が図ら
れた。現在は、約７５００ｈａの農地を潤して
いる。

榛名町、新
町、伊勢崎
市、鬼石町、
藤代町

都市再生
全国都市再生モデル調査
「８河川の連携活用による水
辺賑わいプランの作成」

・北関東河川の連携活用及び上下流の拠点作り調査
・交流拠点となる川の駅設置・整備のための計画づ
くり
・河川環境を見直す水辺再生と、核となる人のネッ
トワークづくり

わたしの旅 万葉の旅 榛名山、榛名湖 特別賞

疏水百選 群馬用水
群馬用水の建設により農業経営の近代化が図ら
れた。現在は、約７５００ｈａの農地を潤して
いる。

地域再生
「はるな・ゆめ光まち」地域
再生計画

・汚水処理施設整備交付金

地域再生

地域再生

みどり市

榛名町

沼田市

館林市

渋川市

安中市

太田市
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群馬県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

榛名町 地域再生
ニューシートンバイリ（乳・
椎・豚・梅・梨）による農業
観光活性化計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

疏水百選 群馬用水
群馬用水の建設により農業経営の近代化が図ら
れた。現在は、約７５００ｈａの農地を潤して
いる。

地域再生
榛東村「環境共生を創造する
むら」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

疏水百選 群馬用水
群馬用水の建設により農業経営の近代化が図ら
れた。現在は、約７５００ｈａの農地を潤して
いる。

地域再生
吉岡町「人と自然が共生」す
る水環境再生計画

・汚水処理施設整備交付金

わたしの旅 万葉の旅 多胡碑 特別賞

地域再生
「きれいな河川で住み良い環
境作り計画」

・汚水処理施設整備交付金

疏水百選 雄川堰
古くから住民の生活用水や非常用水、下流の水
田のかんがい用水として、多目的に利用されて
きました。

地域再生
甘楽町「清らかな流れを守
る」計画

・汚水処理施設整備交付金

中之条町 地域再生
自然の懐”なかのじょう”カ
ジカよふたたび！計画

・汚水処理施設整備交付金

わたしの旅 地球を推理する 浅間火山博物館、浅間園

地域再生
火山との共生をめざす地域再
生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注１）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「大学との連携による茅葺民家
再生と体験農業での都市農村交
流と地域の活性化の推進」

・茅葺民家を再生した民宿と農業体験農園の運営に
より、都市部との交流人口増加と地域活性化

18年度採択分

わたしの旅 地球を推理する 嬬恋郷土資料館、鎌原観音堂、鬼押出し園

火山との共生をめざす地域再
生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注１）

嬬恋村「自然を活かし　環境
を創造するむら」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生

全国都市再生モデル調査
「【次世代育成・誘客・防災
公園】－まちを元気にする公
園活用モデル事業－」

・河原講演を次世代育成・防災・誘客の核とし
て再生するための機能見直し、PPP活用のプロ
グラム検討、イベント案作成

外国人観光客とＯＮＳＥＮ文
化を分かち合うふれあい交流
事業

観光ルネサンス事業
（まちづくり交付金と連携）

中澤　敬塾（平成17年10月
4日(火)～5日(水)開催）

観光カリスマ塾

幼保一体化特区
・幼稚園児と保育園児の合同活動
・保育事務の教育委員会への委任

・特例の全国化済

くにっこニコニコ給食特区 ・公立保育所における給食の外部搬入容認

高山村 地域再生
湯星の森 上州たかやま「自然
と共生した村づくり」地域再
生計画

・汚水処理施設整備交付金

東吾妻町 地域再生
「子供が遊びほたる舞う清
流」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

国際競争力のあ
る観光地づくり

構造改革特区

地域再生

草津町

六合村

吉井町

甘楽町

長野原町

嬬恋村

榛東村

吉岡町
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群馬県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

東吾妻町 地域再生
群馬県吾妻郡東村「ほたる舞
う」清流再生計画

・汚水処理施設整備交付金

・合併等により取消
・東吾妻町の一部（旧
東村の一部（五町田・
奥田・新巻地区））

片品村 構造改革特区 尾瀬の郷・片品村どぶろく特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

川場村「自然あふれる」むら
環境再生計画

・汚水処理施設整備交付金

多様な観光名所の連携による
活性化計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注２）

構造改革特区
谷川連峰・みなかみ町どぶろ
く特区

・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

地域再生
「森を育み生命を運ぶ、利根
川源流の町」みなかみ町再生
計画

・汚水処理施設整備交付金

立ち上がる農山漁村 新治村農村公園公社 リゾート型農業への挑戦 平成１６年度選定

玉村町 疏水百選 広瀬用水（広瀬川）

古くは農業用水のほか、前橋城や浄化の生活・
防火用水、舟運、河岸など、地域経済、文化の
要衝であり、前橋市、伊勢崎市発展の礎となっ
ている。

構造改革特区
子供たちを地元産食材で育て
る特区

・公立保育所における給食の外部搬入容認

地域再生 明和町「水辺環境」再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 大泉町英語教育特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

地域再生
大泉町「快適で住みよい生活
環境づくり」計画

・汚水処理施設整備交付金

疏水百選 渡良瀬川沿岸

かんがい用水とともに地域用水としても機能し
ている。館林・邑楽を流れる多々良川が途中で
流入する多々良沼の景観は見る者の心をとらえ
て離さない。

地域再生
人と自然にやさしいまち”お
うら”環境再生計画

・汚水処理施設整備交付金

同一計画の区域

（注１）長野原町、嬬恋村、高崎市の一部（旧倉渕村）

（注２）桐生市、沼田市、みどり市、川場村

地域再生

明和町

大泉町

邑楽町

川場村

みなかみ町
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埼玉県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生プロジェクト
「大都市圏におけるゴミゼロ
型都市への再構築」

大都市圏において廃棄物の発生抑制､資源としての
再使用､再利用を進め､資源循環の｢環｣を形成

都市再生プロジェクト
「大都市圏における環状道路
体系の整備」

東京圏における環状道路の整備

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境
インフラの再生（自然環境の
保全）」

大都市圏における残されたまとまりのある自然
を保全｡このため､自然環境を総点検した上で､
施策を強化

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境
インフラの再生（海の再
生）」

水質汚濁が慢性化している大都市圏の｢海｣の再生

都市再生プロジェクト
「東京圏におけるゲノム科学
の国際拠点形成」

東京圏において大学や試験研究機関､関連産業
の集積拠点を形成するとともに､各拠点間の産
学官連携を推進することにより､ｹﾞﾉﾑ科学の国
際的拠点を形成

埼玉県いきいき活動セダン型
車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

埼玉県はばたくＩＴ人材特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

食と農の担い手づくり特区
・農業大学校における無料職業紹介事業実施の
容易化

・特区の全国化済

地域再生
「山に緑と活力を！住まいに
埼玉の木を！」

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

川越市・さいた
ま市、栃木県宇
都宮市・日光
市・益子町

国際競争力のあ
る観光地づくり

日台高校生修学 IN 関東
『YOKOSO JAPAN !
YOKOSO KANTO ! 2005』
ＴＶ番組制作放映事業

ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業
平成17年度実施  青少
年交流

都市再生プロジェクト
「大都市圏におけるゴミゼロ
型都市への再構築」

大都市圏において廃棄物の発生抑制､資源としての
再使用､再利用を進め､資源循環の｢環｣を形成

都市再生緊急整備地域
「さいたま新都心駅周辺地
域」（47ha）

さいたま新都心駅東側区域において、片倉工業
㈱街区プロジェクト（コクーン新都心）が竣工
（H16.9）

全国都市再生モデル調査
「｢さいたま歴史~みらい軸構
想｣検討調査」

・NPO、市民団体等との連携による街並み探検
の実施
・歴史・景観スポットの発掘
・歴史を活かしたアーバンデザインの検討
・まちづくり交付金採択（16年度）（大宮駅及
びさいたま新都心周辺地区）

全国都市再生モデル調査
「官民連携による地域資源を
活かした新たな環境創造のま
ちづくり」

・工場跡地開発と周辺市街地とが調和したまち
づくりガイドラインの策定と官民の役割分担を
通じて、環境に配慮した事業を推進する取組
・まちづくり交付金採択（18年度）（川越線日
進・指扇間新駅周辺地区）

構造改革特区
さいたま市小・中一貫「潤い
の時間」教育特区

・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

疏水百選 見沼代用水

埼玉県東南部や東京都の水田開発のために開削され
た総延長は８５ｋｍの大規模な用水路。取水樋管、
伏越し、掛渡井、閘門式運河等の建設には、紀州流
の農業土木技術を駆使しており、先人達の弛まぬ努
力によって維持管理されてきた。

地域再生
さいたま市水辺空間の保全と
再生計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生

構造改革特区

都市再生

埼玉県

さいたま市
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埼玉県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生

全国都市再生モデル調査
「中心市街地における鏡山酒
造跡地の活用による都市再生
のあり方について」

・地元住民の生活に目を向けた歴史的資産の保
存・再生・活用
・多様な人たちが対等の立場で進める市民主体
のまちづくり
・川越の文化を守り育てることを重視した活動
・まちづくり交付金採択（17年度）（川越市中
心市街地地区）

わたしの旅 万葉の旅 川越 特別賞

地域再生
産業観光の振興に向けた伝統
産業再生計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

がんばる商店街77選 川越市内７商店街
「蔵のまち」として有名。明治・大正・現代
と、それぞれ異なる時代の景観特徴を活かした
連綿とした商店街に発展

　

都市再生
全国都市再生モデル調査
「無料化による路線バス利用
実証実験及び交通動態調査」

・路線バス料金を終日無料にし、市民の交通手
段を確保
・中心市街地の活性化、にぎわいの創出におけ
る効果の検証
・合併予定自治体の範囲を含め実施し、住民相
互の交流を促進
・まちづくり交付金採択（16年度）（上石第一
地区）

構造改革特区
熊谷市中心市街地活性化駐車
場利用促進特区

・駐車場料金の設定・変更手続きの容易化

・特区の全国化済
・熊谷市の一部（熊谷
市中心市街地活性化基
本計画に定める中心市
街地の区域）

疏水百選 備前渠用水

備前渠用水路は、慶長９年（１６０４）に開さ
くされた埼玉県最古の用水路であり、北武蔵農
業の生命線であった。現在でも素掘りの区間が
多く、当時の面影が残る。

地域再生
豊かな環境に出会えるまち
くまがや

・汚水処理施設整備交付金

都市再生
都市再生緊急整備地域
「川口駅周辺地域」
（68ha）

○サッポロビール工場跡地（リボンシティ）開
発事業について、民間都市再生事業計画の認定
（H17.3）。商業施設・スポーツ施設・分譲住
宅棟が着工（H16.10)

構造改革特区
川口市障害者コミュニケー
ション充実特区

・地方公務員に係る臨時的任用期間の延長

疏水百選 見沼代用水

埼玉県東南部や東京都の水田開発のために開削され
た総延長は８５ｋｍの大規模な用水路。取水樋管、
伏越し、掛渡井、閘門式運河等の建設には、紀州流
の農業土木技術を駆使しており、先人達の弛まぬ努
力によって維持管理されてきた。

浮き城のまち人づくり教育特区 ・市町村負担教職員任用の容認 ・特例の全国化済

「古代蓮の里ぎょうだ」
のびのび英語教育特区

・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

わたしの旅
国宝金錯銘鉄剣とさきたま古
墳群を訪ねる

さきたま風土記の丘（埼玉史跡の博物館、鉄砲山古
墳、前玉神社、二子山古墳、丸墓山古墳、稲荷山古
墳、将軍山古墳）、小埼沼、古代蓮の里（古代蓮
池、水生植物園、古代蓮会館）、八幡山古墳公園
（防人歌碑、古墳石室）

疏水百選 見沼代用水

埼玉県東南部や東京都の水田開発のために開削され
た総延長は８５ｋｍの大規模な用水路。取水樋管、
伏越し、掛渡井、閘門式運河等の建設には、紀州流
の農業土木技術を駆使しており、先人達の弛まぬ努
力によって維持管理されてきた。

地域再生
水と緑のふるさとぎょうだ再
生計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「ちちぶ周遊ﾂｱｰｶﾞｲﾄﾞ調査事業」

・観光客の嗜好に合わせた周遊ルートの複数開
発、NPOによる安価なツアーガイド等、より深
く秩父を楽しむ手法を提供

・秩父市等
・18年度採択分

構造改革特区 秩父市幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

構造改革特区

川口市

行田市

秩父市

川越市

熊谷市
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埼玉県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

秩父市障害者地域ケア特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

秩父市臨時職員の任用期間の
延長による保育の充実特区

・地方公務員に係る臨時的任用期間の延長

地域再生
森と水のちからほとばしる活
力のあるまちづくり計画

・道整備交付金
・汚水処理施設整備交付金

がんばる商店街77選 みやのかわ商店街
「ナイトバザール」の先駆け商店街。これを通
して日本各地の商店街との交流につながり、地
域の経済・観光に寄与

　

見沼代用水

埼玉県東南部や東京都の水田開発のために開削され
た総延長は８５ｋｍの大規模な用水路。取水樋管、
伏越し、掛渡井、閘門式運河等の建設には、紀州流
の農業土木技術を駆使しており、先人達の弛まぬ努
力によって維持管理されてきた。

葛西用水

葛西用水は、徳川時代中期(1719)に完成した、当
時10ヶ領、300村の水田を潤す大用水であった。
伊奈流(関東流)と呼ばれる用水の反覆利用を含めた
合理的な水利システムが開発された。

疏水百選 備前渠用水

備前渠用水路は、慶長９年（１６０４）に開さくさ
れた埼玉県最古の用水路であり、北武蔵農業の生命
線であった。現在でも素掘りの区間が多く、当時の
面影が残る。

立ち上がる農山漁村 本庄PF研究会
知的財産権(特許、商標）を活用した情報付き農
産物の創造

平成１７年度選定

東松山市 地域再生
快適な生活環境を備えた住み
良い東松山まちづくり計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「中心市街地活性化に向けた
≪劇場都市≫づくり」

・春日部市街なかにぎわい研究会への活動支
援・連携
・にぎわい創出に向けた企画
・みちくさラリー、まちなか美化活動
・春日部市都市再生シンポジウムの開催

疏水百選 葛西用水

葛西用水は、徳川時代中期(1719)に完成し
た、当時10ヶ領、300村の水田を潤す大用水
であった。伊奈流(関東流)と呼ばれる用水の反
覆利用を含めた合理的な水利システムが開発さ
れた。

狭山市 構造改革特区 外国語早期教育推進特区
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

鴻巣市 疏水百選 見沼代用水

埼玉県東南部や東京都の水田開発のために開削され
た総延長は８５ｋｍの大規模な用水路。取水樋管、
伏越し、掛渡井、閘門式運河等の建設には、紀州流
の農業土木技術を駆使しており、先人達の弛まぬ努
力によって維持管理されてきた。

都市再生

全国都市再生モデル調査
「街なか再生に向けた市民に
よる歴史的建造物調査･活用
実験等」

・市民参加による歴史的建造物の現況調査
・地元建築家による歴史的建造物の実測調査及び再
生・活用設計提案
・レンガ倉庫におけるチャレンジ・ショップ等の実験
・まちづくり交付金採択（17年度）（明戸地区）

構造改革特区 渋沢記念深谷人づくり特区
・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置
・市町村教育委員会による特別免許状の授与

疏水百選 備前渠用水

備前渠用水路は、慶長９年（１６０４）に開さ
くされた埼玉県最古の用水路であり、北武蔵農
業の生命線であった。現在でも素掘りの区間が
多く、当時の面影が残る。

上尾市 疏水百選 見沼代用水

埼玉県東南部や東京都の水田開発のために開削され
た総延長は８５ｋｍの大規模な用水路。取水樋管、
伏越し、掛渡井、閘門式運河等の建設には、紀州流
の農業土木技術を駆使しており、先人達の弛まぬ努
力によって維持管理されてきた。

構造改革特区

疏水百選加須市

本庄市

春日部市

深谷市

秩父市
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埼玉県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生

全国都市再生モデル調査
「街なみ・川なみ「今様・草
加宿」の創出～スローライフ
の視点からの出発～　」

・みんなでまちづくりを考えるきかっけを提供
する
・草加の魅力を再発見、まちづくりの新しい道
すじを考える
・旧町地区外の市民と交流を図る
・まちづくり交付金採択（17年度）（今様・草
加宿地区）

わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

草加

見沼代用水

埼玉県東南部や東京都の水田開発のために開削され
た総延長は８５ｋｍの大規模な用水路。取水樋管、
伏越し、掛渡井、閘門式運河等の建設には、紀州流
の農業土木技術を駆使しており、先人達の弛まぬ努
力によって維持管理されてきた。

葛西用水

葛西用水は、徳川時代中期(1719)に完成し
た、当時10ヶ領、300村の水田を潤す大用水
であった。伊奈流(関東流)と呼ばれる用水の反
覆利用を含めた合理的な水利システムが開発さ
れた。

疏水百選 葛西用水

葛西用水は、徳川時代中期(1719)に完成し
た、当時10ヶ領、300村の水田を潤す大用水
であった。伊奈流(関東流)と呼ばれる用水の反
覆利用を含めた合理的な水利システムが開発さ
れた。

地域再生 越谷市水辺再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

疏水百選 見沼代用水

埼玉県東南部や東京都の水田開発のために開削され
た総延長は８５ｋｍの大規模な用水路。取水樋管、
伏越し、掛渡井、閘門式運河等の建設には、紀州流
の農業土木技術を駆使しており、先人達の弛まぬ努
力によって維持管理されてきた。

ものづくり
地域新生コンソーシアム研究
開発事業

・Ｃ／Ｃコンポジットを基材とする超軽量金属
複合新素材を研究開発。鉄の１／３以下の超軽
量カーボン・金属複合新素材を応用して、自動
車用ブレーキなどの構造材として利用。

全国都市再生モデル調査
「密集市街地の整備事業の導
入に向けた共同化モデルプラ
ンづくり」

・戸田市で唯一の「重点的に改善すべき密集市
街地」での取組
・地元のまちづくり団体が主体となった取組
・密集市街地の整備事業の導入に向けた取組
・まちづくり交付金採択（17年度）（新曽第一
地区）

全国都市再生モデル調査
「パトロールステーションを
中心としたまちづくり推進モ
デル調査」

・パトロールステーション（民間交番）を中心
に、地域住民と連携し、地域安心マップの作
成、IT活用による情報提供等の防犯推進

全国都市再生モデル調査
「街角の小さな休憩ふれあい
ｽﾎﾟｯﾄ｢おやすみ処｣(多機能型)
ﾈｯﾄﾜｰｸﾓﾃﾞﾙ形成事業」

・誰もがいつでもどこでも気軽に休めるスポット
（愛称「おやすみ処」）の整備・ネットワーク化に
より、快適で安全安心なまちの実現を図る。

18年度採択分

構造改革特区 国際理解教育推進特区
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

疏水百選 見沼代用水

埼玉県東南部や東京都の水田開発のために開削され
た総延長は８５ｋｍの大規模な用水路。取水樋管、
伏越し、掛渡井、閘門式運河等の建設には、紀州流
の農業土木技術を駆使しており、先人達の弛まぬ努
力によって維持管理されてきた。

入間市 ものづくり
首都圏産業活性化プロジェク
ト（首都圏西部地域（ＴＡＭ
Ａ））

廃棄物を出さないエレメントレスフィルターの
開発

鳩ヶ谷市 疏水百選 見沼代用水

埼玉県東南部や東京都の水田開発のために開削され
た総延長は８５ｋｍの大規模な用水路。取水樋管、
伏越し、掛渡井、閘門式運河等の建設には、紀州流
の農業土木技術を駆使しており、先人達の弛まぬ努
力によって維持管理されてきた。

疏水百選

都市再生

草加市

越谷市

蕨市

戸田市
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埼玉県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

志木市地方自立特区 ・地方公務員に係る臨時的任用期間の延長

ハタザクラプラン教育特区 ・市町村負担教職員任用の容認 ・特例の全国化済

和光市 構造改革特区 国際研究開発・産業創出特区
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理

都市再生
全国都市再生モデル調査
「観光都市にいざづくりﾋﾞ
ｼﾞｮﾝ策定」

・首都近郊での新たな観光スタイルへの挑戦
・観光都市づくりを推進するためのネットワー
クの形成
・市民のふるさと意識の醸成及び資源の再評価
への取組み

構造改革特区 国際化教育特区
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

桶川市 疏水百選 見沼代用水

埼玉県東南部や東京都の水田開発のために開削され
た総延長は８５ｋｍの大規模な用水路。取水樋管、
伏越し、掛渡井、閘門式運河等の建設には、紀州流
の農業土木技術を駆使しており、先人達の弛まぬ努
力によって維持管理されてきた。

久喜市 疏水百選 葛西用水

葛西用水は、徳川時代中期(1719)に完成した、当
時10ヶ領、300村の水田を潤す大用水であった。
伊奈流(関東流)と呼ばれる用水の反覆利用を含めた
合理的な水利システムが開発された。

幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

北本市きめ細かな教育特区 ・市町村負担教職員任用の容認 ・特例の全国化済

八潮市 疏水百選 葛西用水

葛西用水は、徳川時代中期(1719)に完成した、当
時10ヶ領、300村の水田を潤す大用水であった。
伊奈流(関東流)と呼ばれる用水の反覆利用を含めた
合理的な水利システムが開発された。

三郷市 疏水百選 葛西用水

葛西用水は、徳川時代中期(1719)に完成した、当
時10ヶ領、300村の水田を潤す大用水であった。
伊奈流(関東流)と呼ばれる用水の反覆利用を含めた
合理的な水利システムが開発された。

蓮田市 疏水百選 見沼代用水

埼玉県東南部や東京都の水田開発のために開削され
た総延長は８５ｋｍの大規模な用水路。取水樋管、
伏越し、掛渡井、閘門式運河等の建設には、紀州流
の農業土木技術を駆使しており、先人達の弛まぬ努
力によって維持管理されてきた。

坂戸市 都市再生

全国都市再生モデル調査
「｢農と健康市民大学｣の実践
調査（｢農業｣と｢都市住民｣の
新しい共存関係の構築）」

・農と健康づくりとの関係をテーマとした生涯
学習講座の開設。
・遊休農地の活用

幸手市 疏水百選 葛西用水

葛西用水は、徳川時代中期(1719)に完成した、当
時10ヶ領、300村の水田を潤す大用水であった。
伊奈流(関東流)と呼ばれる用水の反覆利用を含めた
合理的な水利システムが開発された。

万葉の旅 高麗神社、聖天院 特別賞

高麗の里をたずねる
高麗石器時代住居跡、日和田山、巾着田、日高
市立高麗郷民俗資料館、高麗山聖天院勝楽寺、
高麗神社、高麗家住宅

吉川市 疏水百選 葛西用水

葛西用水は、徳川時代中期(1719)に完成した、当
時10ヶ領、300村の水田を潤す大用水であった。
伊奈流(関東流)と呼ばれる用水の反覆利用を含めた
合理的な水利システムが開発された。

伊奈町 疏水百選 見沼代用水

埼玉県東南部や東京都の水田開発のために開削され
た総延長は８５ｋｍの大規模な用水路。取水樋管、
伏越し、掛渡井、閘門式運河等の建設には、紀州流
の農業土木技術を駆使しており、先人達の弛まぬ努
力によって維持管理されてきた。

横瀬町 地域再生 横瀬川清流再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区

わたしの旅

構造改革特区志木市

新座市

北本市

日高市
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埼玉県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

小鹿野町 地域再生
人と自然が共生できる元気な
ふるさとづくり計画

・道整備交付金

神川町 地域再生 神川町清流再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

上里町 地域再生 上里町清流再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

騎西町 疏水百選 見沼代用水

埼玉県東南部や東京都の水田開発のために開削され
た総延長は８５ｋｍの大規模な用水路。取水樋管、
伏越し、掛渡井、閘門式運河等の建設には、紀州流
の農業土木技術を駆使しており、先人達の弛まぬ努
力によって維持管理されてきた。

大利根町 疏水百選 葛西用水

葛西用水は、徳川時代中期(1719)に完成した、当
時10ヶ領、300村の水田を潤す大用水であった。
伊奈流(関東流)と呼ばれる用水の反覆利用を含めた
合理的な水利システムが開発された。

宮代町 地域再生
みやしろ「農」のあるまちづ
くりの水再生計画

・汚水処理施設整備交付金

疏水百選 見沼代用水

埼玉県東南部や東京都の水田開発のために開削され
た総延長は８５ｋｍの大規模な用水路。取水樋管、
伏越し、掛渡井、閘門式運河等の建設には、紀州流
の農業土木技術を駆使しており、先人達の弛まぬ努
力によって維持管理されてきた。

地域再生
うるおい・しらおか水と緑の
地域づくり再生計画

・汚水処理施設整備交付金

菖蒲町 疏水百選 見沼代用水

埼玉県東南部や東京都の水田開発のために開削され
た総延長は８５ｋｍの大規模な用水路。取水樋管、
伏越し、掛渡井、閘門式運河等の建設には、紀州流
の農業土木技術を駆使しており、先人達の弛まぬ努
力によって維持管理されてきた。

鷲宮町 疏水百選 葛西用水

葛西用水は、徳川時代中期(1719)に完成した、当
時10ヶ領、300村の水田を潤す大用水であった。
伊奈流(関東流)と呼ばれる用水の反覆利用を含めた
合理的な水利システムが開発された。

杉戸町 疏水百選 葛西用水

葛西用水は、徳川時代中期(1719)に完成した、当
時10ヶ領、300村の水田を潤す大用水であった。
伊奈流(関東流)と呼ばれる用水の反覆利用を含めた
合理的な水利システムが開発された。

松伏町 疏水百選 葛西用水

葛西用水は、徳川時代中期(1719)に完成した、当
時10ヶ領、300村の水田を潤す大用水であった。
伊奈流(関東流)と呼ばれる用水の反覆利用を含めた
合理的な水利システムが開発された。

白岡町
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千葉県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生プロジェクト
「大都市圏におけるゴミゼロ型
都市への再構築」

大都市圏において廃棄物の発生抑制､資源としての
再使用､再利用を進め､資源循環の｢環｣を形成

都市再生プロジェクト
「大都市圏における環状道路体
系の整備」

東京圏における環状道路の整備

都市再生プロジェクト
「大都市圏における国際交流・
物流機能の強化（空港）」

需要に応じた時機を逸することにない空港整備
首都圏においては、国際化も視野に入れた空港の機
能強化とアクセスの利便性向上を一体的に推進

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境イン
フラの再生（自然環境の保全）」

大都市圏における残されたまとまりのある自然
を保全｡このため､自然環境を総点検した上で､
施策を強化

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境イ
ンフラの再生（海の再生）」

水質汚濁が慢性化している大都市圏の｢海｣の再生

都市再生プロジェクト
「東京圏におけるゲノム科学の
国際拠点形成」

東京圏において大学や試験研究機関､関連産業
の集積拠点を形成するとともに､各拠点間の産
学官連携を推進することにより､ｹﾞﾉﾑ科学の国
際的拠点を形成

全国都市再生モデル調査
「観光交流の促進と住民の高齢化
に対応した地域交通網の再構築」

・地域交通網の維持について従来の発想を転換
・実験も交え地元関係者の実践につながるデータ収集
・道の駅の新たな可能性を提案

全国都市再生モデル調査
「ケミカルフリータウン構想を
通じたまちづくり」

・大学内にアレルギー疾患に関する治療・研究する
施設の建設を検討
・安心して住める居住環境の構築等を企業と連携

全国都市再生モデル調査
「外国人研究者・留学生向け住
宅整備方策調査」

・アパートメント等の供給・契約などのシステム化
・外国人住宅の供給を進め、多彩な国の人々が交流
する国際的なコミュニティの構築のための調査

ブレーメン福祉有償運送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用
・千葉県の一部（千葉
市、成田市、流山市、我
孫子市、栄町を除く）

ちばｅビジネス振興・ＩＴ基
盤人材育成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

千葉県（南房
総地域）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「千葉県南房総地域活性化のた
めの｢ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｼｪｱｰｽﾞ｣導入検討事
業」

・ＮＰＯによる募金の新しいシステム「コミュ
ニティ・シェアーズ」の実証的取り組む
・地域づくりの担い手の資金確保の円滑化を図
る調査

18年度採択分

都市再生プロジェクト
「大都市圏におけるゴミゼロ
型都市への再構築」

大都市圏において廃棄物の発生抑制､資源としての
再使用､再利用を進め､資源循環の｢環｣を形成

都市再生緊急整備地域「千葉
蘇我臨海地域」（116ha）

工場跡地における一部商業系用途への土地利用
転換(17.4)

都市再生緊急整備地域「千葉
駅周辺地域」（28ha）

千葉中央第六地区市街地再開発事業の建築物工
事着手(17.4)

都市再生緊急整備地域「千葉
みなと駅西地域」（21ha）

千葉中央港地区地区計画の都市計画変更
(16.12)

千葉県新産業創出特区

・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

千葉県戦略的企業誘致推進特区 ・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・特例の全国化済
・同一計画の区域（富
津市）

キャリア人材育成特区

・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置
・運動場に係る要件の弾力化による大学設置
・空地に係る要件の弾力化による大学設置

都市再生

構造改革特区

都市再生

構造改革特区

千葉県

千葉市

64



千葉県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

千葉市健康福祉有償運送セダ
ン特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

千葉国際教育特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

疏水百選
印旛沼
　　疏水路上流部（新川）
　　疏水路下流部（花見川）

印旛沼等流域577km2から集水された雨水等を大
和田機場を介して東京湾に排水している。流域内の
開発による出水時間の短縮、出水量の増大から大和
田機場共々、地域の治水を担う重要な疏水路であ
る。

都市再生
全国都市再生モデル調査
「ﾏﾘｰﾅを活用した人づくり街
づくり調査」

・マリーナ・ビーチ等公共施設を体験学習・交
流の場として有効活用
・市民、ＮＰＯ、ＮＧＯ、施設関係者・行政等
が幅広く連携
・マリーナの中心に、教育・地域交流・観光等
街づくりの動き

構造改革特区 健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

東総・海と台地活性化計画 ・道整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

「元気なまち銚子」再生計画 ・地域通貨モデルシステムの導入支援

「水が澄み人が住むまち銚
子」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

全国都市再生モデル調査
「環境再生と産業再生が一体
となった三番瀬に向き合う街
づくり検討調査」

・環境再生と産業再生とが一体の、三番瀬に向
き合うまちづくり
・魅力ある都市景観の形成と臨海部における新
しい都市拠点の創出

全国都市再生モデル調査
「犯罪から子供たちを守るま
ちづくりﾓﾃﾞﾙ調査」

・犯罪が起きにくいまち
・誰もが安心して暮らせるまち
・快適で魅力あふれるまち
・まちづくり交付金採択（17年度）（市川駅周
辺地区）

全国都市再生モデル調査
「大規模団地の地域活性化方
策検討調査」

・施設内の空き店舗を活用して地域福祉拠点を整備
・安全・安心して暮らし続けられる環境づくりを推
進するための調査、検討

全国都市再生モデル調査
「密集市街地の修復型まちづ
くりと連動したﾈｯﾄﾜｰｸ型福祉
拠点形成事業」

・密集市街地の修復型まちづくりと連動
・高齢者向け住宅や防災小広場等の小規模福祉
拠点のネットワーク化
・密集市街地における「防災と福祉のモデルコ
ミュニティ」構築を図る調査

18年度採択分

健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

国際空港特区
・臨時開庁手数料の軽減
・民間事業者等による総合保税地域における一
団の土地等の所有又は管理

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注４）

わたしの旅 万葉の旅 真間の井、真間の継橋 特別賞

全国都市再生モデル調査
「下水道施設上部利用計画策定
業務～都市水路の再生による環
境対策と潤いの創出」

・下水道施設を利用した地域コミュニティの場
づくりや水辺環境の再生計画の検討・策定
・住民や市民団体と連携

全国都市再生モデル調査
「生きものよろこぶ甘い水作戦~
海老川あっぷで三番瀬&東京湾
再生を」

・自然活用型高度処理実験や、企業協賛による
取組の持続性確保に向けた取組の実施
・東京湾再生の先駆けとなる海老川再生を図る
調査

18年度採択分

健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

船橋市英語教育特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

地域再生
「生き生きとしたふれあいの
都市・ふなばし」

・汚水処理施設整備交付金

都市再生

構造改革特区

構造改革特区

地域再生

都市再生

構造改革特区

千葉市

銚子市

市川市

船橋市
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千葉県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

館山市、南房
総市

都市再生

全国都市再生モデル調査
「歴史･文化･文学等の資源を基
点とする市民ﾈｯﾄﾜｰｸ型観光産業
創造に関する調査事業~南総里見
発見伝･日本の旅｢和魂｣｢幽玄｣へ
の誘い~」

・八犬伝ゆかりの地との連携によるテストツ
アーの実施
・商品・サービスのブランド化、継続的な事業
展開のための組織構築と人材育成
・観光事業を核とした地域全体の活性化を図る
調査

18年度採択分

構造改革特区 安房自然学校特区
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注
５）

地域再生
花と海と森の南房総観光交流
空間プロジェクト

・道整備交付金
・港整備交付金

・同一計画の区域（注６）

全国都市再生モデル調査
「港湾及び低・未利用地等を
活用した中心市街地再生事
業」

・中心市街地と臨海部港湾及び低未利用地を結
ぶ広域交流軸の検討
・臨海部未利用地への集客施設と市街地との連
携による共存方策検討
・行政、企業、地元住民等の協調によるまちづ
くり活動の推進

全国都市再生モデル調査
「都市ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの概念に
基づく効率的かつ効果的な都
市資産(民間資産+公共資産)の
再構築」

・都市資産の価値を市民満足度に置き換え指標
化した。
・指標の相対的な比較により、都市資産の適切
な評価を行った。
・都市資産の評価に基づき、地区毎の課題を明
確にした。

全国都市再生モデル調査
「東京湾に臨む盤洲干潟と港
を活かした「海めぐりの里」
構想・計画つくり」

・盤洲干潟、東京湾アクアラインの接岸点等、
立地を活かした新規海川活用型レジャーの可能
性調査
・食と遊びと自然体験ができる施設整備の検討

千葉県新産業創出特区

・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

木更津港湾物流効率化特区 ・特殊な大型車両による港湾物流効率化事業
・木更津市の一部（木
更津港木更津南部地区
公共埠頭周辺地域）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「地元住民の自覚と協調によ
る街づくり指針(ﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾞｲﾄﾞ)
のﾓﾃﾞﾙ計画策定等の検討」

・地域住民と千葉大学の連携
・「庭路樹」の活用計画の策定と実証実験の実施
・緑豊かな小金らしい風景の創出を図る調査

18年度採択分

千葉県新産業創出特区

・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

構造改革特区 健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

疏水百選 両総用水

地域を千葉県でも有数な農業地帯へと発展させ、地
域農業にとって無くてはならない施設である。また
工業用水や家庭用水の通り道ともなっており、多く
の人々が水の恩恵を受けている。

健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

国際空港特区
・臨時開庁手数料の軽減
・民間事業者等による総合保税地域における一
団の土地等の所有又は管理

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注４）

構造改革特区

構造改革特区

都市再生

構造改革特区

松戸市

茂原市

成田市

館山市

木更津市
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千葉県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

国際教育推進特区
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

・成田市の一部（旧成
田市）

ふれあいセダン特区成田 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

印旛沼
　　疏水路上流部（新川）
　　疏水路下流部（花見川）

印旛沼等流域577km2から集水された雨水等を大
和田機場を介して東京湾に排水している。流域内の
開発による出水時間の短縮、出水量の増大から大和
田機場共々、地域の治水を担う重要な疏水路であ
る。

両総用水

地域を千葉県でも有数な農業地帯へと発展させ、地
域農業にとって無くてはならない施設である。また
工業用水や家庭用水の通り道ともなっており、多く
の人々が水の恩恵を受けている。

立ち上がる農山漁村 ㈱生産者連合デコポン 日本産農産物海外宅配の取組み 平成１７年度選定

構造改革特区 健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

万葉の旅 国立歴史民俗博物館 特別賞

佐倉の歴史・自然・文化を体
験する校外学習

国立歴史民俗博物館、印旛沼（屋形船からの水
辺観察）、佐倉草ぶえの丘（①自然（収穫）②
工芸③昔の生活から選択し体験学習）

疏水百選
印旛沼
　　疏水路上流部（新川）
　　疏水路下流部（花見川）

印旛沼等流域577km2から集水された雨水等を大
和田機場を介して東京湾に排水している。流域内の
開発による出水時間の短縮、出水量の増大から大和
田機場共々、地域の治水を担う重要な疏水路であ
る。

構造改革特区 健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

疏水百選 両総用水

地域を千葉県でも有数な農業地帯へと発展させ、地
域農業にとって無くてはならない施設である。また
工業用水や家庭用水の通り道ともなっており、多く
の人々が水の恩恵を受けている。

構造改革特区 健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

疏水百選 大利根用水

江戸末期に新田三大開発の中でも日本最大級の
千葉県椿の湖干拓が行われた地域。近年の再整
備により豊葦原瑞穂の国に相応しい大区画の美
田に生まれ変わりつつある。

地域再生 東総・海と台地活性化計画 ・道整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

習志野市 構造改革特区 習志野きらっとこども園特区 ・幼稚園児と保育所児の合同活動 ・特例の全国化済

都市再生緊急整備地域「柏駅
周辺地域」（20ha）

都市計画決定告示(H17.2)
組合設立認可(H17.12)

全国都市再生モデル調査
「豊四季台地区再生での生活
関連産業と住民参加につい
て」

・自主的な住民参加による生活支援サービスの
実現
・共通のテーマの下で行政、住民、商店会、Ｎ
ＰＯ等が幅広く連携
・行政、事業者等による活動支援

全国都市再生モデル調査
「ＩＴの活用によるユニバー
サルデザインのまちづくりに
関する実証実験」

・無線LAN等のITを活用
・防犯、高齢者・身障者や外国人の移動支援や
生活支援等の検討
・大学、企業、行政等との連携

構造改革特区 千葉県新産業創出特区

・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・柏市の一部（旧沼南
町を除く）
・同一計画の区域（注１）

ものづくり
地域産業活性化プロジェクト
（東葛川口つくば（ＴＸ沿
線））

てんぷら油など使用済み食用油精製機の開発

わたしの旅

都市再生

構造改革特区

疏水百選

佐倉市

東金市

旭市

柏市

成田市
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千葉県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

地域再生
花と海と森の南房総観光交流
空間プロジェクト

・道整備交付金
・港整備交付金

・同一計画の区域（注６）

京葉臨海コンビナート活性化
特区

・ボイラー及び第一種圧力容器における開放検
査周期の延長事業
・高圧ガス設備の開放検査期間の延長
・石油コンビナートにおける試験研究施設の変
更工事手続の簡素化

・同一計画の区域
（袖ヶ浦市）

健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

地域再生
花と海と森の南房総観光交流
空間プロジェクト

・道整備交付金
・港整備交付金

・市原市の一部（旧加
茂村）
・同一計画の区域（注６）

健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

流山福祉輸送セダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

八千代市 疏水百選
印旛沼
　　疏水路上流部（新川）
　　疏水路下流部（花見川）

印旛沼等流域577km2から集水された雨水等を大
和田機場を介して東京湾に排水している。流域内の
開発による出水時間の短縮、出水量の増大から大和
田機場共々、地域の治水を担う重要な疏水路であ
る。

健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

我孫子市福祉運送セダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

我孫子市認知症高齢者グルー
プホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済

安房自然学校特区
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注５）

鴨川市棚田農業特区 ・市民農園の開設者の範囲の拡大
・特例の全国化済
・鴨川市の一部（旧鴨
川市）

地域再生
花と海と森の南房総観光交流
空間プロジェクト

・道整備交付金
・港整備交付金

・同一計画の区域（注６）

立ち上がる農山漁村 NPO法人　大山千枚田保存会 千枚田保全活動を通じた都市農村交流 平成１７年度選定

都市再生

全国都市再生モデル調査
「少子高齢化社会を見据えた
駅周辺必要機能調査及び施設
整備手法の検討-駅周辺を快
適な暮らしが可能な街へ-」

・中心市街地衰退化への危惧と少子高齢化社会
到来への準備
・駅周辺の付加価値を高めるための計画を検討
すること
・ニーズの高い都市機能を調査し、官民連携型
整備手法を提言

構造改革特区 健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

構造改革特区 千葉県新産業創出特区

・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

地域再生
花と海と森の南房総観光交流
空間プロジェクト

・道整備交付金
・港整備交付金

・同一計画の区域（注６）

健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

千葉県戦略的企業誘致推進特区 ・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・特例の全国化済
・同一計画の区域（千
葉市）

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

鴨川市

鎌ヶ谷市

君津市

富津市

勝浦市

市原市

流山市

我孫子市
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千葉県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

富津市 地域再生
花と海と森の南房総観光交流
空間プロジェクト

・道整備交付金
・港整備交付金

・同一計画の区域（注６）

構造改革特区
京葉臨海コンビナート活性化
特区

・ボイラー及び第一種圧力容器における開放検
査周期の延長事業
・高圧ガス設備の開放検査期間の延長
・石油コンビナートにおける試験研究施設の変
更工事手続の簡素化

・同一計画の区域（市
原市）

わたしの旅 万葉の旅 飽富神社、袖ヶ浦公園、袖ヶ浦郷土博物館 特別賞

地域再生
袖ケ浦「水と食への信頼性」
再生計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生

全国都市再生モデル調査
「印西市新産業創造戦略～イ
ンキュベーション運営プログ
ラム策定及びスタート事業
～」

・大学と入居企業との共同研究、市民の交流、
市民や学生のビジネス化などの実現
・アクション戦略プラン策定や市の産業振興の
ＰＲを実施
・まちづくり交付金採択（18年度）（木下駅周
辺・北総線沿線地区）

構造改革特区 健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

疏水百選
印旛沼
　　疏水路上流部（新川）
　　疏水路下流部（花見川）

印旛沼等流域577km2から集水された雨水等を大
和田機場を介して東京湾に排水している。流域内の
開発による出水時間の短縮、出水量の増大から大和
田機場共々、地域の治水を担う重要な疏水路であ
る。

地域再生
「人と自然にやさしく、暮ら
しやすいまち印西」大作戦

・汚水処理施設整備交付金

白井市 構造改革特区 健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「ｼｮｰﾄｴｸｽﾁｪﾝｼﾞﾂｰﾘｽﾄ調査
～物の豊かさから心の豊かさ
へ～」

・農を核とした地域づくりのあり方の提案
・地域交流のためのソフトウェア立ち上げ方策
検討
・地域連携による地域活性化プランの創出

構造改革特区 国際空港特区
・臨時開庁手数料の軽減
・民間事業者等による総合保税地域における一
団の土地等の所有又は管理

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注４）

全国都市再生モデル調査
「道の駅の連携と地方交通機
関の結節による地域振興調
査」

・道の駅の機能を高め、連携することでサービスの
充実
・２次交通、３次交通の結節による利便性の向上
・交通事業者との連携による交通ネットワークの
きっかけづくり
・まちづくり交付金採択（18年度）（千倉駅周辺
地区）

全国都市再生モデル調査
「地域資源連携型 道の駅ｻﾃﾗｲ
ﾄ｢里の駅ﾓﾃﾞﾙ｣調査事業」

・道の駅のサテライト施設として「（仮称）里
の駅」を設定
・来訪者の回遊性を高める環境整備を通じて小
規模観光施設の活用を進める
・観光客の増加、滞在型観光需要の創出を図る
調査

18年度採択分

健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

安房自然学校特区
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注５）

有機農業推進特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（山
武市の一部（旧山武
町））

地域再生
花と海と森の南房総観光交流
空間プロジェクト

・道整備交付金
・港整備交付金

・同一計画の区域（注６）

匝瑳市 疏水百選 大利根用水

江戸末期に新田三大開発の中でも日本最大級の
千葉県椿の湖干拓が行われた地域。近年の再整
備により豊葦原瑞穂の国に相応しい大区画の美
田に生まれ変わりつつある。

構造改革特区

都市再生

袖ヶ浦市

印西市

富里市

南房総市
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千葉県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

匝瑳市 疏水百選 両総用水

地域を千葉県でも有数な農業地帯へと発展させ、地
域農業にとって無くてはならない施設である。また
工業用水や家庭用水の通り道ともなっており、多く
の人々が水の恩恵を受けている。

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

歴史的なたたずまいを継承した街並み・まちづ
くり

全国都市再生モデル調査
「成田トランジット・短期滞在
の外国人観光客に短時間で歴史
的たたずまいのある本当の日本
を見てもらう実証実験プロジェ
クト」

・外国人誘致客事業効果可能性調査の実施
・「古き良き日本」をアピールする情報拠点づ
くり
・外国人町並みツアーの実施
・まちづくり交付金採択（18年度）（佐原駅周
辺地区）

健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・香取市の一部（旧栗
源町）
・同一計画の区域（注２）

紅小町の郷ゆったり空間交流
特区

・市民農園の開設者の範囲の拡大
・特例の全国化済
・香取市の一部（旧栗
源町）

国際空港特区
・臨時開庁手数料の軽減
・民間事業者等による総合保税地域における一
団の土地等の所有又は管理

・特例の全国化済
・香取市の一部（旧栗
源町）
・同一計画の区域（注４）

国際競争力のあ
る観光地づくり

素顔の日本に出会うローカル
バスの旅プロジェクト

観光ルネサンス事業
（まちづくり交付金と連携）

疏水百選 両総用水

地域を千葉県でも有数な農業地帯へと発展させ、地
域農業にとって無くてはならない施設である。また
工業用水や家庭用水の通り道ともなっており、多く
の人々が水の恩恵を受けている。

有機農業推進特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済
・山武市の一部（旧山
武町）
・同一計画の区域（南
房総市の一部（旧白浜
町））

国際空港特区
・臨時開庁手数料の軽減
・民間事業者等による総合保税地域における一
団の土地等の所有又は管理

・特例の全国化済
・山武市の一部（旧蓮
沼村、旧松尾町）
・同一計画の区域（注４）

疏水百選 両総用水

地域を千葉県でも有数な農業地帯へと発展させ、地
域農業にとって無くてはならない施設である。また
工業用水や家庭用水の通り道ともなっており、多く
の人々が水の恩恵を受けている。

地域再生
「さんむブランド」農業活性
計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生

全国都市再生モデル調査
「2007年問題解決に向けた海
と山の自然を活用したスローラ
イフが楽しめるまちづくり」

・農業・水産業の労働力不足問題の解決、健康
や生きがいづくりによる地域の活性化策を検討
・都会から移り住んでくる人たちとの交流・連携

構造改革特区 健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

構造改革特区
酒々井町認知症高齢者グルー
プホーム短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済

疏水百選
印旛沼
　　疏水路上流部（新川）
　　疏水路下流部（花見川）

印旛沼等流域577km2から集水された雨水等を大
和田機場を介して東京湾に排水している。流域内の
開発による出水時間の短縮、出水量の増大から大和
田機場共々、地域の治水を担う重要な疏水路であ
る。

印旛村 疏水百選
印旛沼
　　疏水路上流部（新川）
　　疏水路下流部（花見川）

印旛沼等流域577km2から集水された雨水等を大
和田機場を介して東京湾に排水している。流域内の
開発による出水時間の短縮、出水量の増大から大和
田機場共々、地域の治水を担う重要な疏水路であ
る。

都市再生

構造改革特区

構造改革特区

香取市

山武市

いすみ市

酒々井町
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千葉県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

本埜村 疏水百選
印旛沼
　　疏水路上流部（新川）
　　疏水路下流部（花見川）

印旛沼等流域577km2から集水された雨水等を大
和田機場を介して東京湾に排水している。流域内の
開発による出水時間の短縮、出水量の増大から大和
田機場共々、地域の治水を担う重要な疏水路であ
る。

健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

栄町福祉有償運送サービス特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

疏水百選
印旛沼
　　疏水路上流部（新川）
　　疏水路下流部（花見川）

印旛沼等流域577km2から集水された雨水等を大
和田機場を介して東京湾に排水している。流域内の
開発による出水時間の短縮、出水量の増大から大和
田機場共々、地域の治水を担う重要な疏水路であ
る。

構造改革特区 国際空港特区
・臨時開庁手数料の軽減
・民間事業者等による総合保税地域における一
団の土地等の所有又は管理

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注４）

疏水百選 両総用水

地域を千葉県でも有数な農業地帯へと発展させ、地
域農業にとって無くてはならない施設である。また
工業用水や家庭用水の通り道ともなっており、多く
の人々が水の恩恵を受けている。

構造改革特区 国際空港特区
・臨時開庁手数料の軽減
・民間事業者等による総合保税地域における一
団の土地等の所有又は管理

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注４）

疏水百選 両総用水

地域を千葉県でも有数な農業地帯へと発展させ、地
域農業にとって無くてはならない施設である。また
工業用水や家庭用水の通り道ともなっており、多く
の人々が水の恩恵を受けている。

構造改革特区 健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

疏水百選 大利根用水

江戸末期に新田三大開発の中でも日本最大級の千葉
県椿の湖干拓が行われた地域。近年の再整備により
豊葦原瑞穂の国に相応しい大区画の美田に生まれ変
わりつつある。

地域再生 東総・海と台地活性化計画 ・道整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

構造改革特区 ＮＰＯ活動推進特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済

疏水百選 両総用水

地域を千葉県でも有数な農業地帯へと発展させ、地
域農業にとって無くてはならない施設である。また
工業用水や家庭用水の通り道ともなっており、多く
の人々が水の恩恵を受けている。

地域再生
大網白里の自然と共生するま
ちづくり計画

・汚水処理施設整備交付金

九十九里町 疏水百選 両総用水

地域を千葉県でも有数な農業地帯へと発展させ、地
域農業にとって無くてはならない施設である。また
工業用水や家庭用水の通り道ともなっており、多く
の人々が水の恩恵を受けている。

芝山町 構造改革特区 国際空港特区
・臨時開庁手数料の軽減
・民間事業者等による総合保税地域における一
団の土地等の所有又は管理

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注４）

構造改革特区 国際空港特区
・臨時開庁手数料の軽減
・民間事業者等による総合保税地域における一
団の土地等の所有又は管理

・特例の全国化済
・横芝光町の一部（旧
横芝町）
・同一計画の区域（注４）

疏水百選 大利根用水

江戸末期に新田三大開発の中でも日本最大級の千葉
県椿の湖干拓が行われた地域。近年の再整備により
豊葦原瑞穂の国に相応しい大区画の美田に生まれ変
わりつつある。

構造改革特区

大網白里町

横芝光町

栄町

神崎町

多古町

東庄町
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千葉県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

横芝光町 疏水百選 両総用水

地域を千葉県でも有数な農業地帯へと発展させ、地
域農業にとって無くてはならない施設である。また
工業用水や家庭用水の通り道ともなっており、多く
の人々が水の恩恵を受けている。

一宮町 疏水百選 両総用水

地域を千葉県でも有数な農業地帯へと発展させ、地
域農業にとって無くてはならない施設である。また
工業用水や家庭用水の通り道ともなっており、多く
の人々が水の恩恵を受けている。

睦沢町 構造改革特区 健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

構造改革特区 健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

疏水百選 両総用水

地域を千葉県でも有数な農業地帯へと発展させ、地
域農業にとって無くてはならない施設である。また
工業用水や家庭用水の通り道ともなっており、多く
の人々が水の恩恵を受けている。

地域再生
長生の「きれいな水を守る」
地域再生計画

・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

疏水百選 両総用水

地域を千葉県でも有数な農業地帯へと発展させ、地
域農業にとって無くてはならない施設である。また
工業用水や家庭用水の通り道ともなっており、多く
の人々が水の恩恵を受けている。

構造改革特区 健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

地域再生
花と海と森の南房総観光交流
空間プロジェクト

・道整備交付金
・港整備交付金

・同一計画の区域（注６）

健康福祉千葉特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

安房自然学校特区
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注５）

地域再生
花と海と森の南房総観光交流
空間プロジェクト

・道整備交付金
・港整備交付金

・同一計画の区域（注６）

同一計画の区域

（注１）千葉市、木更津市、松戸市、柏市の一部（旧沼南町を除く）、君津市

（注３）銚子市、旭市、東庄町

（注５）館山市、鴨川市、鴨川市、鋸南町

（注６）館山市、勝浦市、市原市の一部（旧加茂村）、鴨川市、君津市、富津市、南房総市、御宿町、鋸南町

構造改革特区

御宿町

鋸南町

長生村

白子町

（注２）銚子市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、市原市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷
市、富津市、印西市、白井市、南房総市、香取市の一部（旧栗源町）、いすみ市、栄町、東庄町、睦沢町、長生村、白子町、御宿町、鋸南町

（注４）市川市、成田市、富里市、香取市の一部（旧栗源町）、山武市の一部（旧蓮沼村、旧松尾町）、神崎町、多古町、芝山町、横芝光町の
一部（旧横芝町）
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東京都

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生プロジェクト
「基幹的広域防災拠点の整備」

現地対策本部機能を確保するため、水上輸送等
と連携した基幹的広域防災拠点を整備

都市再生プロジェクト
「大都市圏におけるゴミゼロ型
都市への再構築」

大都市圏において廃棄物の発生抑制､資源としての
再使用､再利用を進め､資源循環の｢環｣を形成

都市再生プロジェクト
「大都市圏における国際交流・
物流機能の強化（空港）」

需要に応じた時機を逸することにない空港整備
首都圏においては、国際化も視野に入れた空港の機
能強化とアクセスの利便性向上を一体的に推進

都市再生プロジェクト
「大都市圏における国際交流・
物流機能の強化（港湾）」

大都市圏の国際港湾において､港湾の24時間ﾌﾙ
ｵｰﾌﾟﾝ化や輸出入等の手続きのﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ化､
国際ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ機能強化を推進

都市再生プロジェクト
「大都市圏における環状道路体
系の整備」

東京大都市圏における環状道路の整備

都市再生プロジェクト
「密集市街地の緊急整備」

密集市街地のうち特に危険な市街地（東京約
2,000ha）について、今後10年間で重点整備

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境イ
ンフラの再生（自然環境の保
全）」

大都市圏における残されたまとまりのある自然
を保全｡このため､自然環境を総点検した上で､
施策を強化

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境イ
ンフラの再生（河川の再生）」

神田川･日本橋川をﾓﾃﾞﾙに再生構想の策定､渋谷
川･古川の再生に着手

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境イ
ンフラの再生（水循環系再生構
想）」

ﾓﾃﾞﾙ流域を選定し､水循環系再生構想の策定に
着手

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境イ
ンフラの再生（海の再生）」

水質汚濁が慢性化している大都市圏の｢海｣の再生

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境イ
ンフラの再生（臨海部における
緑の拠点形成）」

東京港中央防波埋立内側において大規模な森を
整備

都市再生プロジェクト
「東京圏におけるゲノム科学の
国際拠点形成」

東京圏において大学や試験研究機関､関連産業
の集積拠点を形成するとともに､各拠点間の産
学官連携を推進することにより､ｹﾞﾉﾑ科学の国
際的拠点を形成

全国都市再生モデル調査
「生活拠点鉄道駅立体化に関す
るモデル調査」

・生活拠点鉄道駅立体化制度の必要性の検討
・モデル駅における鉄道駅立体化等のケースス
タディ
・まちづくりへの寄与など整備効果の概略検討

全国都市再生モデル調査
「低コスト無電柱化による美し
い街並み再生調査」

・区画整理事業によるまちの更新を生かした無
電柱化の推進
・低コスト・実現性・創造性を視点とした幅広
い無電柱化への提言
・官民協働による質の高いまちづくりを形成

全国都市再生モデル調査
「密集市街地内の都市計画道路
及び沿道一体整備手法(防災環境
軸整備)にかかる調査･検討」

・モデルとして検討を行う防災環境軸の選定
・選定した防災環境軸に関する具体的な整備計
画の策定
・整備計画に基づく各事業実施に係る課題抽出
及び調整

全国都市再生モデル調査
「運河ﾙﾈｯｻﾝｽ構想」

・背後のまちづくりと一体となった運河の活用
及び整備の推進
・地元区、住民、企業、NPOなど地域との連携
・新たなニーズに適応した水域占用などの規制
緩和の実施

東京都 都市再生
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東京都

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

全国都市再生モデル調査
「「海の生き物」の棲み処（す
みか）づくり」

・富栄養化が進行した閉鎖性水域である東京湾
において、市民・ＮＰＯ等の主体的な参加の
下、環境学習の場の創出を図る
・民間企業を含む幅広い主体との協働により水
生生物の生息環境等の創造・回復のための新技
術の実証等を図る

全国都市再生モデル調査
「オンリーワンの集客資源を活
かした東京発「未来志向の都市
観光事業モデル」の創設」

・修学旅行や研修旅行で来京する国内外の若者
を通じての国際交流
・東京が持つオンリーワンの集客資源を活かし
た観光ルート化・観光産業の振興
・学校や団体など若者達の人的交流の受入先を
開拓

全国都市再生モデル調査
「事業系ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ廃棄物ﾘｻｲｸﾙの
ための小口回収ｼｽﾃﾑﾓﾃﾞﾙ事業」

・事業系廃プラスチックの小口回収も含めた効
率的な巡回回収システムを検討・実証
・全国展開するためのモデルを確立し、大都市
における環境負荷軽減を図る

１８年度採択分

東京都、千代
田区、新宿区

都市再生
全国都市再生：共通的課題へ
の対応

防災まちづくり

東京都、千代
田区、北区

都市再生
全国都市再生：共通的課題へ
の対応

高齢者安心まちづくり

千代田区、大
手町

都市再生
全国都市再生モデル調査
「ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ現象を緩和する都市
排熱処理ｼｽﾃﾑの事業化調査」

・都市再生緊急整備地域におけるヒートアイラ
ンド現象の緩和
・下水を活用し冷房時の建物排熱の局所的な高
まりを解消
・都市再生事業と環境負荷低減が両立するモデ
ル的な基盤整備

千代田区、港
区

都市再生
都市再生緊急整備地域
「環状二号線新橋周辺・赤坂・
六本木地域」(590ha)

○地域を指定(14.7)
○民間都市再生事業計画の国土交通大臣認定
　都営南青山一丁目団地建替ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(15.1)､
　六本木防衛庁跡地地区(16.5)、
　赤坂TBSプロジェクト(18.3)、
　(仮称)フジテレビ臨海副都心スタジオ計画
(18.3)

千代田区、台
東区

都市再生
都市再生緊急整備地域
「秋葉原・神田地域」(160ha)

○地域を指定(14.7)
○(仮称)UDXﾋﾞﾙ計画の民間都市再生事業計画
の国土交通大臣認定(15.10)、着工(16.5)、竣
工(18.3)
○つくばエクスプレス開業(17.8)

都市再生緊急整備地域
「東京駅・有楽町駅周辺地域」
（320ha)

○地域を指定(14.7)
○都市再生特別地区の都市計画決定
　丸の内１－１地区(17.6)、大手町地区
(18.1)、
　丸の内２－１地区（都市計画提案）(18.3)
○民間都市再生事業計画の国土交通大臣認定
　(仮称)東京駅八重洲口開発事業(16.12)、
　大手町地区（合同庁舎跡地地区）(17.11)

全国都市再生モデル調査
「地球環境共生型都市構築に向
けた新たな都市環境インフラの
整備」

・ヒートアイランド対策として「風の道」と
「都市林」を検討
・産官学からなる「環境都市再生推進会議」を
組織し活動
・都市再生に「環境インフラの構築」という新
しい視点の導入を提唱

千代田区、中
央区、港区、
台東区

都市再生
都市再生プロジェクト
「地球温暖化対策・ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対
策の展開」

「都心地域」をモデル地域として選定（17.4）

都市再生プロジェクト
「中央官庁施設のＰＦＩによる
整備」

九段第三合同庁舎・千代田区本庁舎整備事業を
PFIで実施

都市再生プロジェクト
「国有地の戦略的な活用による
都市拠点形成」

大手町合同庁舎跡地の活用による国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ拠
点の再生。中央合同庁舎第7号館の整備を契機
とした国有地を含む街区全体の再開発

全国都市再生モデル調査
「学生マンションへのコンバー
ジョンによる都市再生」

・コンバージョンの実現と学生マンションの創出
・そこに済む学生と地域との交流による地域コミュ
ニティの再生

東京都

千代田区、中
央区、港区

千代田区

都市再生

都市再生

都市再生
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東京都

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

全国都市再生モデル調査
「業務地区のＤＣＰ構想に展開
させる防犯・防災情報システム
構築調査」

・地区内防犯･防災情報通信システム、非常電源シ
ステム､帰宅困難者支援場所のあり方の検討
・国内初の地域業務継続計画（DCP）の策定に向け、重
要ポイントに二次元バーコードによる情報提供
・企業防災の組織が防犯でも活動する先進事例

全国都市再生モデル調査
「先端技術を活用した「近未来
型防犯・防災のまちづくり」調
査」

・情報関連産業の集積と産学連携拠点の開設を
背景に、大学と関連産業、行政が連携
・地域における万引き防止、外国人の安全確保
等に資する防犯・防災システムの実証を図る

全国都市再生モデル調査
「本のまち=神田神保町『まちの
図書館』構想づくり 調査」

・「まちの図書館」として神田地域の活性化を
図る
・古書に関するノウハウを活用したコミュニ
ティビジネス等をまちづくり団体が試行
・神田周辺の諸大学の学生・教員から成るまち
づくり団体、古書店連盟、スポーツ店街、楽器
店街、商工会議所支部等の幅広い主体が連携

１８年度採択分

全国都市再生モデル調査
「震災時における帰宅困難者の
軽減を図るための調査」

・地震発生直後の帰宅困難者について、帰宅支援場
所の運営や情報提供方策の検討を行う
・防災の専門家によるＮＰＯを中心に、都心部の企
業と行政等が一体で体制を構築
・震災に対する地域の危機管理能力を高める調査

１８年度採択分

キャリア教育推進特区

・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置
・大学設置における校地面積基準の引き下げ
・運動場に係る要件の弾力化による大学設置
・空地にかかる要件の弾力化による大学設置

千代田区立学校民間人材活用特区 ・市町村教育委員会による特別免許状の授与

２０世紀初頭、外国人建築家
が見た日本をめぐる旅

東京 特別賞

お台場のルーツを訪ねる旅　
伊豆韮山で江川坦庵の足跡を
たどる

靖国神社

中央区、港
区、江東区

都市再生
都市再生緊急整備地域
「東京臨海地域」(1,015ha)

○地域を指定(14.7)、地域の一部を拡張(15.7)
（1,015ha)
○民間都市再生事業計画の国土交通大臣認定
　臨海副都心有明南LM2･3区画開発事業(15.5)
　晴海二丁目地区(16.2)、
　勝どき六丁目地区(16.12)、
　豊洲二，三丁目地区(18.6)

全国都市再生モデル調査
「東京駅前地域における都市再
生推進方策の検討調査」

・都市再生実現のための地元合意形成の構築
・高度利用された既成市街地における都市再生
方策の検討
・公共施設整備と一体になった市街地再開発事
業手法の検討

全国都市再生モデル調査
「東京駅前八重洲側地区を対象
とした都市ﾃﾞｻﾞｲﾝ検討ﾌﾟﾛｾｽに関
する調査」

・東京駅八重洲地区周辺において、都市景観シミュ
レーションを多様な関係者のコミュニケーション支
援に活用し、合意形成型まちづくりを促進
・リアリティの高いシミュレーションのため、都市
模型・リアルタイム三次元ＣＧ等のIT技術を活用

１８年度採択分

全国都市再生モデル調査
「『日本橋ｲｰｽﾄ地域(問屋街を中
心とした)のまちづくりのための
調査』」

・老朽化した小規模ビルが多く、空室率の高い地域
において、地元の複数の問屋街と大学が連携
・既存の繊維・呉服問屋街全体を魅力的な地域資源
として活用
・商業・業務・住居機能が共存した安全で快適な地
域の形成を図る調査

１８年度採択分

構造改革特区 国際港湾特区
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

千代田区

中央区

都市再生

構造改革特区

わたしの旅

都市再生
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東京都

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

東京10000歩ウォーキング
日本橋地区の文化財を訪ね歩く

日本橋、日本道路元標の広場、日本橋由来記碑、日
本橋碑、日本橋魚市場発祥の地碑、三浦按針遺跡、
三越本店、三井本館、日本銀行本店本館、貨幣博物
館（日本銀行分館）、常磐橋門跡、一石橋迷子しら
せ石標、竹久夢二の港屋繪草紙店跡、名水白木屋の
井戸、木原店食傷新道跡、海運橋親柱、銀行発祥の
地、郵便発祥の地、江戸橋、兜神社、渋沢栄一邸
跡、東京証券取引所（東証アローズ）、池波正太郎
ゆかりの地、鎧橋、基角居住跡、中央区立阪本小学
校（谷崎潤一郎、精二ゆかりの地）

木造建築の伝統文化にふれる旅 月島

港区、品川区 都市再生
都市再生プロジェクト
「地球温暖化対策・ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対
策の展開」

「品川駅周辺地域」をモデル地域として選定
（17.4）

港区、目黒
区、世田谷
区、北区

都市再生
都市再生プロジェクト
「ＰＦＩ手法の一層の展開」

東京都営南青山一丁目団地の建て替えに着手　
等

都市再生プロジェクト
「都市の安全・安心の再構築」

「港区六本木地区」をモデル的取組の展開を図
る地区として位置づけ(17.6)

全国都市再生モデル調査
「青山通り沿道における地元街
づくり活動団体との連携による
一体的･連動的な街づくり構想お
よび手法の策定調査」

・地元の街づくり協議会が中心となり、老朽建
築物の建替えを証券化等の手法を活用して連鎖
的に行う等、一体的に再生する手法を検討
・地元諸団体間の街づくりへの意思統一と気運
の醸成を図る

１８年度採択分

国際人育成を目指す教育特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

国際港湾特区
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

お台場のルーツを訪ねる旅　
伊豆韮山で江川坦庵の足跡を
たどる

台場公園

日本モダニズム建築めぐり旅
―東京編

国際文化会館

都市再生プロジェクト
「地球温暖化対策・ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対
策の展開」

「新宿地域」をモデル地域として選定（17.4）

都市再生プロジェクト
「都市の安全・安心の再構築」

「新宿区歌舞伎町地区」をモデル的取組の展開
を図る地区として位置づけ(17.6)

都市再生緊急整備地域
「新宿駅周辺地域」（220ha)

○地域を指定(14.7)
○西新宿一丁目７地区の都市再生特別地区を都
市計画決定(18.3)

都市再生緊急整備地域
「環状四号線新宿富久沿道地
域」(１０ha)

○地域を指定(14.7)
　地域の一部を拡張(15.7)

全国都市再生モデル調査
「「都の西北地域」再生構想」

・大学キャンパスの再生と連携した地域再生
・都市内の緑地・オープンスペースの再編成による
環境まちづくり
・都心部における広域防災拠点、災害対応拠点の形成
・まちづくり交付金採択（17年度）（大久保二、
三丁目地区）

全国都市再生モデル調査
「副都心直近地域における官民
連携のまちづくり活動の促進と
都心ｺﾐｭﾆﾃｨの再生」

・任意の地元組織が取り組むまちづくり活動
・公共・民間企業との連携による地区の住環境
や基盤の改善
・まちづくり活動を通じた地元住民等の交流と
連携の促進

全国都市再生モデル調査
「新宿地域・大学都市構想検討
調査」

・大学の持つ教育・研究機能、情報・文化の発
信機能、産業育成機能、人材育成機能等の活用
・地域に根付いた大学が、新しい地域の文化や
産業の発展を通じて、大学都市としての新宿地
域再生に向けた仕組みづくりを検討

中央区

港区

新宿区

わたしの旅

都市再生

構造改革特区

わたしの旅

都市再生
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東京都

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生

全国都市再生モデル調査
「都心部における水とみどりの
ネットワークのよる自然環境の
再生に関する調査」

・玉川上水の復活の実現性に関する様々な課題（水
源の確保、水源から復活水路までの導水の方法、復
活水路のデザイン）を検討
・玉川上水復活による周辺環境の向上による地域づ
くりへの効果を調査
・玉川上水の復活をとおした都市環境の再生を検討

構造改革特区 専門職育成特区

・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置
・運動場に係る要件の弾力化による大学設置
・空地にかかる要件の弾力化による大学設置
・夜間大学院における留学生の受入れ
・講座修了者に対する初級システムアドミニスト
レーター試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除

地域再生
持続的な街の再生・活性化に
向けた「歌舞伎町ルネッサン
ス」計画

・日本政策投資銀行の低利融資等
・新宿区の一部（歌舞
伎町一丁目、二丁目）

がんばる商店街77選 早稲田大学周辺商店連合会
エコステーションの仕掛人。地域と連携し、環
境・リサイクル、震災対策、情報化、地域教育
等の多角的なまちづくり

　

構造改革特区 文京区ＩＴ人材育成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレーター試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

日本モダニズム建築めぐり旅
―東京編

東京カテドラル聖マリア大聖堂

江戸の上水道の史跡探訪
神田上水と玉川上水

東京都水道歴史館、神田上水かけひ跡、大滝橋下

台東区、墨田
区

国際競争力のあ
る観光地づくり

隅田川・江戸文化観光振興事
業

観光ルネサンス事業

都市再生

全国都市再生モデル調査
「｢上野-浅草｣連携による観光ま
ちづくり推進方策の検討-AMC
の活動可能性調査-」

・歩いて楽しい浅草通りの実現に向けた事業プ
ログラム立案
・エリアマネジメント・カンパニー（ＡＭＣ）
創設の可能性検討
・観光振興とコミュニティ維持のバランスのと
れた都市再生モデル

国際競争力のあ
る観光地づくり

澤　功　塾（平成17年1月
27日(木)～28日(金)開催）

観光カリスマ塾

日本モダニズム建築めぐり旅
―東京編

国立西洋美術館

”Jａｐａｎ”を訪ねる旅 東京国立博物館 大賞

木造建築の伝統文化にふれる旅 浅草寺、仲見世通り

全国都市再生モデル調査
「木造密集市街地における協調
的な耐震･室内安全化ﾓﾃﾞﾙの検討 
-下町｢京島｣の地域力を活かして
-」

・密集市街地のまちづくり協議会が主体とな
り、協調耐震のモデル化を図る
・地元の工務店や設計士等との連携により連続
した数棟の住宅の耐震化を検討

１８年度採択分

全国都市再生モデル調査
「東京都墨田区内の廃校を活用
した留学生宿舎の整備･運営を中
心としたまちづくり」

・留学生を支援するＮＰＯと様々な大学が連携
体制を組み、廃校となった小学校の未利用上層
階を活用
・アジア等から来ている理工系留学生の宿舎と
しての提供の実現を図る

１８年度採択分

わたしの旅 木造建築の伝統文化にふれる旅 吾妻橋

江東区 都市再生
全国都市再生モデル調査
「防災対策を考慮した水と緑
のネットワーク再生事業」

・区内に多く存在する水と緑がもつ防災機能に着目
・新たに舟運も考慮した防災ネットワークの再生
・水と緑のネットワーク化に関する各主体の意識の
把握

新宿区

文京区

台東区

墨田区

わたしの旅

わたしの旅

都市再生
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東京都

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生

全国都市再生モデル調査
「住民･事業者･行政の協働に
よるﾏﾝｼｮﾝのﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ推
進調査」

・集合住宅の居住者、地域住民、マンション事
業者等が一体となり、既存マンションの実情に
あったユニバーサルデザインを推進
・共用部分、敷地や道路境界等を含む面的なバ
リアフリー化を実践

１８年度採択分

育てよう！こうとうＩＴ職人
特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

国際港湾特区
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

深川採茶庵、芭蕉稲荷神社

品川区、目黒
区

都市再生
都市再生プロジェクト
「地球温暖化対策・ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対
策の展開」

「大崎・目黒周辺地域」をモデル地域として選
定（17.4）

都市再生緊急整備地域
「大崎駅周辺地域」（６０
ha)

○地域を指定(14.7)
○大崎駅西口E東地区について､都市再生特別地
区を都市計画決定(16.1)、
民間都市再生事業計画の国土交通大臣認定
(17.3)
○大崎駅西口A地区について､都市再生特別地区
の都市計画決定(17.3)

全国都市再生モデル調査
「京浜運河の既存ｽﾄｯｸ･ﾊﾞｰｼﾞ船
の多目的利用に関する調査」

・資材運搬船（バージ船）の広い船倉を活用
・防災備蓄や災害発生時の物資運搬、都市型観
光等への利用の実現を図る

１８年度採択分

品川区ボランティア輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

小中一貫特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

国際港湾特区
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

お台場のルーツを訪ねる旅　
伊豆韮山で江川坦庵の足跡を
たどる

天王洲アイル

日本モダニズム建築めぐり旅
―東京編

原邸（現原美術館）

中延商店街
空き店舗を利用した高齢者向け「街のコンシェ
ルジェ」、「街中サロン事業」等による地域コ
ミュニティ形成への寄与

　

武蔵小山商店街
ポイントサービス事業を実施することで、イベ
ント売上げに顕著な変化。今後はLANシステム
活用へ

　

全国都市再生モデル調査
「ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙな地域ｼｽﾃﾑ検討(自由
が丘地区)ｰ地域活性化と連携し
た公共公益施設の効率的な整備･
管理運営ｼｽﾃﾑｰ(自由が丘地区)」

・駅周辺商店街への車のアクセスを制限し、縁
辺部への駐車機能移転を検討
・地域が主体となって交通マネジメントに取り
組む試み
・まちづくり交付金採択（18年度）（自由が丘
地区）

全国都市再生モデル調査
「大橋再開発地区における地域
住民等が主体となった立体公園
の整備と管理運営」

・首都高中央環状線のジャンクション建設と一体で
実施する先端的な再開発地区において、全国初の道
路施設上への立体公園制度の適用を目指す
・住民参加による整備内容の検討と管理運営を行
い、住民主体の緑豊かなまちづくりの実現を図る

１８年度採択分

わたしの旅
日本モダニズム建築めぐり旅
―東京編

claska（クラスカ：ホテル）

江東区

品川区

目黒区

構造改革特区

都市再生

構造改革特区

わたしの旅

がんばる商店街77選

都市再生
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東京都

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生

全国都市再生モデル調査
「複数駅周辺における再開発事
業の(ﾘﾝｹｰｼﾞによる)相互利益実
現に向けたﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ手法の構
築」

・各地区と周辺地域が連携したまちづくりの将
来像の明確化と共有化
・まちづくりの計画のための協議会の立ち上げ
・事業推進のサポートのための広域的組織の立
ち上げ

大田区福祉有償運送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

おおた高度ＩＴ技術者育成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

国際港湾特区
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「乳幼児期の活き活き公園利
活用調査」

・遊び場の減少やマンション居住の増加により、子
供が外で遊ぶ機会が減少したことへの対応
・子育て期の親だけでなく区内の子育て支援に取り
組む様々な主体が連携
・既存の公園を乳幼児期の創造的な遊び場として再
生を図る試み

ＮＰＯ等移送協働特区 ・NPOボランティア輸送によるセダン車の使用

世田谷「日本語」教育特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

認知症高齢者グループホーム
短期利用事業せたがや支えあ
いステーション特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済

世田谷ＩＴ人材育成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

がんばる商店街77選 烏山駅前通り商店街
スタンプ事業の先駆け、日本一の実績。貯まっ
たスタンプは商店街での買い物だけでなく地域
金融機関での預金も可能

　

都市再生プロジェクト
「都市の安全・安心の再構
築」

「渋谷区渋谷地区」をモデル的取組の展開を図
る地区として位置づけ(17.6)

都市再生緊急整備地域
「渋谷駅周辺地域」(139ha)

○地域を指定(17.12)

全国都市再生モデル調査
「音楽の見えるまちづくり構
想･事業」

・既存音楽施設の集積をまちづくりに活用する
・音楽をキーワードに地区のイメージアップを
図る
・街全体としての集客力向上を図るための体制
をつくる

わたしの旅
日本モダニズム建築めぐり旅
―東京編

国立屋内総合競技場（現代々木競技場）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「久我山駅前地区まちづく
り」

・住民、商店会、駅利用者等、地域生活者の合
意形成
・安全、安心、便利で、緑と水のある美しい駅
周辺整備
・魅力ある地域への発展につながる駅周辺の街
並みの創出

クリエイティブ教育推進特区
・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置

小学校英語教育特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

杉並区福祉有償運送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

日本モダニズム建築めぐり旅
―東京編

東京女子大学

江戸の上水道の史跡探訪　　
神田上水と玉川上水

善福寺池、妙正寺池

豊島区 都市再生
都市再生プロジェクト
「都市の安全・安心の再構
築」

「豊島区池袋地区」をモデル的取組の展開を図
る地区として位置づけ(17.6)

大田区

世田谷区

渋谷区

杉並区

構造改革特区

構造改革特区

都市再生

構造改革特区

わたしの旅
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東京都

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

全国都市再生モデル調査
「池袋東口地区　ＬＲＴ導入
ケーススタディ」

・中心市街地におけるＬＲＴ導入の推進
・既存道路空間の活用
・トランジットモール化の検討

全国都市再生モデル調査
「映画による｢まち｣の再生･
活性化」

・民間企業が主体となった地域密着型・産官学
連携プロジェクト
・既存の施設・設備を活用した展開
・同業種民間企業の任意団体と行政との有機的
な連携

構造改革特区 豊島区外出支援サービス特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

地域再生
文化芸術創造都市の形成「と
しまアートキャンバス」計画

・日本政策投資銀行の低利融資等
・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援
・補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の
転用の弾力化
・文化芸術による創造のまち支援事業の活用

わたしの旅
日本モダニズム建築めぐり旅
―東京編

自由学園明日館

がんばる商店街77選 巣鴨地蔵通り商店街
歴史と文化を大切にした、ふれあいのある、人
に優しい街。コンセプトを明確にした「お年寄
りの原宿」

　

全国都市再生モデル調査
「地域の住民組織による高齢者
資産を活用した、密集市街地の
改善と地域住宅の供給方策の検
討ならびに、まちづくりソフト
の検討」

・高齢者等の日常生活を住民組織が支援する相互扶
助のしくみづくり
・高齢者等資産の証券化による市街地更新のシステ
ムづくり
・市街地更新推進市民組織の育成
・まちづくり交付金採択（16年度）（王子駅周辺
地区）

全国都市再生モデル調査
「「東田端レールパーク型まち
づくり構想」の策定～広大な鉄
道施設に分断されたまちの再
生」

・貨物操車場によって地域が分断された地域におい
て、鉄道や駅をコミュニティ活動の拠点や地区の固
有の資源として住民が積極的に評価して集客と賑わ
いの向上を図る
・地域の資源としての鉄道をテーマ化した独自性の
高いまちづくり

全国都市再生モデル調査
「木造住宅密集地域における新
たな再生制度の創設」

・密集地域再生に向けた建替促進と基盤整備を図る
ための手法の検討
・事業推進の潤滑油となる仕組みの調査・検討およ
び組織化への支援
・公有地を活用するまちづくり手法や福祉施策と連
動する手法の構築
・まちづくり交付金採択（18年度）（日暮里駅周
辺地区）

全国都市再生モデル調査
「最先端ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾂｰﾙを活用した
密集市街地の新たなまちづくり
手法の提案」

・密集市街地において、区が都市防災の専門家の協力を
得て、防災街づくりに関する普及啓発を図る調査
・ＧＩＳをベースとした最先端の防災シミュレー
ションを活用し、詳細な危険度や減災効果等を分か
りやすくプレゼンテーション

１８年度採択分

構造改革特区
国際都市「あらかわ」の形成
特区

・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

構造改革特区 板橋福祉輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

都市再生

全国都市再生モデル調査
「コミュニティカとＧＩＳシ
ミュレーションを活用した密集
市街地の防災まちづくり調査」

・密集市街地の耐震補強を推進する防災まちづ
くり
・ＧＩＳ活用の地域３次元地図による地震シ
ミュレーション・ゲーム
・小学生と地域住民がＮＰＯと協働して行う防
災調査と話し合い

がんばる商店街77選 ハッピーロード大山商店街
空き店舗を活用した交流都市のアンテナショッ
プでの特産品販売により来街者が増加

　

練馬区 構造改革特区 練馬区福祉有償運送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

足立区 都市再生
全国都市再生：共通的課題へ
の対応

防犯まちづくり

豊島区

北区

荒川区

板橋区

都市再生

都市再生

都市再生
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東京都

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

全国都市再生モデル調査
「「産官学民」地域ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの
構築による「足立区」再生ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ調査等」

・つくばエクスプレス開業にあわせたまちの基本コ
ンセプト転換
・既存施設を活かしながら大学のあるまちづくりへ
・NPO、市民との連携のもと、活力ある足立へ
・まちづくり交付金採択（16年度）（日暮里・舎
人線沿線地区）

全国都市再生モデル調査
「公的賃貸住宅団地建替に伴う
居住者構成適正化方策の確立」

・更新期を迎える大規模な公共賃貸住宅団地を対象
に、居住者やストックの実態に即した円滑な再生に
ついて検討
・団地建替え時の余剰土地の有効利用や、建替のた
めの除却予定住宅への短期入居など、独自の多様な
措置を試み

障害者社会生活えんじょい特
区

・肢体不自由児施設等における調理業務の外部
委託の容認

・特例の全国化済

小中一貫教育による人間力育
成特区

・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力
化）

人材ビジネスを活用した雇用
創出特区

・官民共同窓口設置による職業紹介事業の実施 ・特例の全国化済

全国都市再生モデル調査
「葛飾北部地域の活性化による｢
水の郷づくり｣調査」

・水郷景観を誇る広大な公園周辺の広域的な地域の
住民や、ＮＰＯ、民間企業、地元区が連携
・公園への交通アクセス手段と、公園内の移動手段
の様々な提案を検討
・公園を地元主体で活用する方策の検討により、地
域に根ざした公園の活性化を図る

・葛飾区等
・１８年度採択分

全国都市再生モデル調査
「浸水シミュレーションによる
防災まちづくり調査」

・庭先の地盤高と平常時や水害時の河川水位との関係
・地震時水害浸水状況をリアルに時間・場所の４次
元で表示
・「河川は地域の大切な資源」であることを市民と
共に共通認識

全国都市再生モデル調査
「区境を越えた住民交流による
『にぎわい・安全安心生活拠
点』整備構想策定に関する調
査」

・江戸川区と葛飾区の区境に近接する新小岩駅の周
辺において、にぎわいと安心安全の生活拠点の形成
を検討
・両区の住民が利用する南口駅前広場の整備などの
事業について、行政界を越えた地域の広がりを持っ
た住民提案の作成を目指す

葛飾区幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

障害者福祉整備推進特区
・肢体不自由児施設等における調理業務の外部
委託の容認

・特例の全国化済

地域連携・のびのび型学校に
よる未来人材育成特区

・校地、校舎の自己所有を要しない小学校等設置

都市再生
全国都市再生モデル調査
「権利関係輻輳地区における合
意形成手法の検討」

・建替えや土地売買などが不自由な公図混乱地区の
解消
・みんなで考えみんなで解決する、地域力を活かし
た取り組み
・安全なまちづくりに向けた、組合区画整理の準備
・まちづくり交付金採択（17年度）（瑞江・篠崎
地区）

構造改革特区 国際港湾特区
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「多摩ﾆｭｰﾀｳﾝの超高断熱(超省ｴ
ﾈ)手法による既存建築ｽﾄｯｸ活用･
団地再生」

・建築専門のＮＰＯや地域のＮＰＯ，大学、行政等
が連携して、団地の改修における外断熱工法や地中
熱利用技術の導入等を検討
・全国のマンション再生のモデルとなるような省エ
ネ化と長寿命化の実現を図る

１８年度採択分

情報産業人材育成特区

・学校設置会社による学校設置
・校地、校舎の自己所有を要しない大学等設置
・講座修了者に対する初級システムアドミニスト
レータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除

不登校児童・生徒のための体
験型学校特区

・不登校児対象学校における教育課程弾力化 ・特例の全国化済

わたしの旅
日本モダニズム建築めぐり旅
―東京編

大学セミナーハウス

足立区

葛飾区

江戸川区

八王子市

都市再生

構造改革特区

都市再生

構造改革特区

構造改革特区
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東京都

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

武蔵野市 わたしの旅
江戸の上水道の史跡探訪　　
神田上水と玉川上水

井の頭池

わたしの旅
江戸の上水道の史跡探訪　　
神田上水と玉川上水

井の頭池

がんばる商店街77選 ㈱まちづくり三鷹
SOHOなど都市から新産業を創出するととも
に、市民、事業者、大学とのコラボレーション
によって中心市街地を活性化

　

都市再生
全国都市再生モデル調査
「『青梅』近未来型中核的都市
づくり基礎調査」

・青梅マラソンの運営や昭和レトロの街並みなど既
存の地域資源を有効に活用
・複合型の生活拠点を形成することにより、コンパ
クトな都市の構築を図る
・地域の独自性を活かして首都圏におけるコンパク
トシティのモデルケースを目指す

がんばる商店街77選 青梅市内８商店街
「昭和の町」として整備を始めた商店街に、青
梅のまち全体が博物館という新しい概念
（フィールドミュージアム）で活性化

　

わたしの旅 万葉の旅 大国魂神社 特別賞

疏水百選 府中用水

多摩川の左岸から取水され、武蔵野台地の崖線
からの豊かな湧水を受け入れ、約３０ｈａの田
畑を潤す農業用水であり、地域の開発が進む中
で美しい農的空間を保っている。

調布市 都市再生
全国都市再生モデル調査
「地下連立に伴う都市デザイン
コーディネート手法検討調査」

・平成24年度に連続立体交差事業が地下方式によ
り実施される
・駅周辺部の再生に向けて官民が幅広く連携
・既存の法令や制度にとらわれない新しい発想を提案
・まちづくり交付金採択（16年度）（調布深大寺
地区）

福祉のまちづくり推進特区
・肢体不自由児施設等における調理業務の外部
委託の容認

・特例の全国化済

町田市福祉有償運送セダン型
車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
施策を官民一体となって展開していくことによ
り、町田市の「顔」に相応しい中心市街地とし
ていく。

小金井市 構造改革特区
みんなに優しく、ともに支え
あうまち移送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

小平市 構造改革特区
小平市認知症高齢者あんしん
生活特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済

日野市 構造改革特区 日野市福祉有償運送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

東村山市、東
大和市、武蔵
村山市、瑞穂
町、所沢市、
入間市

都市再生
全国都市再生モデル調査
「｢緑の島｣ 狭山丘陵連携保
全･活用調査」

・狭山丘陵の保全・活用に関する関係主体の連
携・協働体制の確立
・公園・緑地に関する情報、拠点間ネットワー
クの拡充
・丘陵地の自然環境・公園緑地に関する情報交
換・共有

国分寺市 わたしの旅 万葉の旅 武蔵国分寺跡 特別賞

構造改革特区 くにたちＩＴ人材育成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

疏水百選 府中用水

多摩川の左岸から取水され、武蔵野台地の崖線
からの豊かな湧水を受け入れ、約３０ｈａの田
畑を潤す農業用水であり、地域の開発が進む中
で美しい農的空間を保っている。

東久留米市 地域再生

「“人を大切にするまちづく
り”元気計画」～住んで暮らし
て良かったと思えるコミュニ
ティ再生に向けて～

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

三鷹市

青梅市

府中市

町田市

国立市

構造改革特区
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東京都

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

多摩市、八王
子市、稲城
市、町田市

都市再生 ニュータウン再生
居住者ニーズの変化に対応したニュータウン再
活性化方策検討

全国都市再生モデル調査
「｢ｺｰﾎﾟﾗﾃｨﾌﾞ型事業｣ﾓﾃﾞﾙ開発の
ための基礎調査」

・ニュータウン住民の定住意識の高まりを背景に、
地域で活動する多様なＮＰＯが連携
・住替ニーズ等を反映したコーポラティブ型事業の
開発、低未利用地を活用した地産地消の農作物生産
と食関連事業展開など
・団塊の世代等が様々な形で地域社会に参画して地
域コミュニティの再生を図る

・多摩市等
・１８年度採択分

全国都市再生モデル調査
「多摩ﾆｭｰﾀｳﾝにおける高齢化社
会に対応した移動円滑化方策調
査」

・本邦初の都市型ＤＲＴ（需要応答型交通システ
ム）の社会実験
・高齢化が進み地形高低差の大きいニュータウンの
コミュニティ交通
・「バスより便利でタクシーより安い」予約型乗合
タクシーシステム

全国都市再生モデル調査
「「多摩みんなでつくる暮らし
の安心づくり産業」のための基
礎調査」

・多摩ニュータウンにおける広範な連携体制による
身近な安全安心を提供するしくみづくり
・防犯地図の作成、コンビニやタクシー等深夜営業
の企業との連携による安全確保、緊急時の輸送・生
活支援体制の構築等、総合的な活動展開

稲城市 構造改革特区
稲城市サテライト型居住施設
特区

・サテライト型特別養護老人ホームの設置の容認 ・特例の全国化済

羽村市 わたしの旅
江戸の上水道の史跡探訪　　
神田上水と玉川上水

羽村市郷土博物館、羽村陣屋跡、羽村取水堰水
門、第三水門、水道局羽村導水ポンプ場

西東京市 構造改革特区 みんなで支える地域福祉特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

奥多摩町 地域再生
ヤマメの棲むきれいな多摩川
水質保全計画

・汚水処理施設整備交付金

神津島村 構造改革特区
神津島村子供たちの安全安心
子育て特区

・公立保育所における給食の外部搬入容認

三宅村 都市再生

全国都市再生モデル調査
「地震国日本の危機管理を楽し
く実地研修する防災まちづくり
担い手ﾈｯﾄﾜｰｸ構築」

・ダイバー、ヨットマン等と噴火を体験した三宅島
島民の地元組織により、企業等に対する危機対応人
材育成の実地研修ツアーを行う
・専門家と共同で三宅島の復興まちづくりの検討・
意見交換を行う
・多様な主体を復興まちづくりの担い手として育成
する調査

１８年度採択分

八丈町 立ち上がる農山漁村 ＪＡ東京島しょ 地域条件を生かした観葉植物の輸出 平成１６年度選定

小笠原村 都市再生
全国都市再生モデル調査
「世界遺産の玄関口となる魅惑
のまち小笠原の創出」

・世界遺産の登録予定や高速船の就航に伴い来訪者
の増加が予想される小笠原の父島・母島において、
環境保全と観光開発の両立のための開発規制などの
ルールづくり
・魅力ある街並みの景観づくりのためのルールづく
りに住民参加手法で取り組む。

同一計画の区域

（注１）中央区、港区、江東区、品川区、大田区、江戸川区

多摩市 都市再生
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神奈川県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生プロジェクト
「基幹的広域防災拠点の整備」

現地対策本部機能を確保するため、水上輸送等
と連携した基幹的広域防災拠点を整備

都市再生プロジェクト
「大都市圏におけるゴミゼロ型
都市への再構築」

大都市圏において廃棄物の発生抑制､資源としての
再使用､再利用を進め､資源循環の｢環｣を形成

都市再生プロジェクト
「大都市圏における環状道路体
系の整備」

東京圏における環状道路の整備

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境イン
フラの再生（自然環境の保全）」

大都市圏における残されたまとまりのある自然
を保全｡このため､自然環境を総点検した上で､
施策を強化

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境イ
ンフラの再生（海の再生）」

水質汚濁が慢性化している大都市圏の｢海｣の再生

都市再生プロジェクト
「東京圏におけるゲノム科学の
国際拠点形成」

東京圏において大学や試験研究機関､関連産業
の集積拠点を形成するとともに､各拠点間の産
学官連携を推進することにより､ｹﾞﾉﾑ科学の国
際的拠点を形成

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

高齢者の安心まちづくり

神奈川県福祉有償運送セダン
型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用
・神奈川県の一部（神
奈川県内全域のうち大
和市域を除く地域）

かながわバイオ医療産業特区 ・病院等開設会社による病院等の開設

神奈川カーシェアリング利用
促進特区

・無人の自動車貸し出し（レンタカー型カー
シェアリング）

・特例の全国化済

地域再生
かながわ知的財産活用促進モ
デル計画

・地方大学等の知的・人的資源活用による農林
水産研究の実用化促進

神奈川県　鎌倉
市、藤沢市、
茅ヶ崎市、小田
原市、逗子市、
葉山町、大磯町

都市再生
全国都市再生モデル調査
「相模湾沿岸地域における邸園
文化圏再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」

・湘南・相模湾沿岸地域に集積する別荘等歴史的建
造物の保存活用
・邸園文化・路地空間を保全育成する政策提案及び
市民活動
・邸園保存再生のための相談支援システムの構築検討

都市再生プロジェクト
「大都市圏におけるゴミゼロ型
都市への再構築」

大都市圏において廃棄物の発生抑制､資源としての
再使用､再利用を進め､資源循環の｢環｣を形成

都市再生プロジェクト
「大都市圏における国際交流・
物流機能の強化（港湾）」

大都市圏の国際港湾において､港湾の24時間ﾌﾙ
ｵｰﾌﾟﾝ化や輸出入等の手続きのﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ化､
国際ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ機能強化を推進

都市再生プロジェクト
「地球温暖化対策・ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対
策の展開」

「横浜市中心部・金沢地域」をモデル地域とし
て選定（17.4）

都市再生プロジェクト
「都市の安全・安心の再構築」

「横浜市関内・関外地区」をモデル的取組の展
開を図る地区として位置づけ(17.6)

都市再生緊急整備地域
「横浜みなとみらい地域」
（141ha）

・40街区及び50街区南について工事着手
(16.11，17.2)
・33街区みなとみらいﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｴｱ、53街区
GENTO　YOKOHAMAが開業(16.9、
16.11)

都市再生緊急整備地域
「横浜山内ふ頭地域」(7ha）

・山内ふ頭周辺地区について、都市再生特別地
区の決定(15.12)
・C街区（住宅棟）の建物工事着手(16.6)

都市再生緊急整備地域
「横浜駅周辺地域」（90ha）

・高島二丁目地区において市街地再開発事業工
事着手(17.3)

都市再生緊急整備地域
「戸塚駅周辺地域」(20ha)

・戸塚駅西口第１地区市街地再開発事業事業計
画の再検討案の発表(16.3)

都市再生緊急整備地域
「横浜上大岡駅西地域」(7ha)

・上大岡C南地区において、都市再生特別措置
法の提案制度を用いた市街地再開発事業等の都
市計画決定(17.3)

神奈川県

横浜市

都市再生

構造改革特区

都市再生
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神奈川県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

「京浜臨海部都市再生予定地
域」（約4,400ha）

関係省庁、地方公共団体等による協議会が、早
急に整備すべき事項等をとりまとめ(15.6)

全国都市再生：共通的海内へ
の対応

防災まちづくり

全国都市再生：共通的海内へ
の対応

交通結節点の整備

全国都市再生モデル調査
「協働で行う都市部の海辺再生
調査」

・行政、漁業者、NPO、市民等によるアマモ場再
生会議を発足
・行政、漁業者、NPO、関係企業、市民等による
アマモ場再生
・関係機関等が協議し横断的な連携を図るべく調整
会議を発足

全国都市再生モデル調査
「エリアマネージメントによる
都心部（関内・関外地区）の活
性化に関する研究」

・エリアマネージメントによる都心部活性化
・既存ストック活用によるコンバージョン
・コンバージョン、ＳＯＨＯをツールとした地域再
生（フォーラム）
・まちづくり交付金採択（17年度）（関内・関外
地区）

全国都市再生モデル調査
「 汐見台団地カーシェアリング
予備実験及び実験企画」

・汐見台団地の緑地環境保全に効果を発揮。
・居住者の経済効果に寄与する。

全国都市再生モデル調査
「大学と市の連携による人間を
育む都市再生 ACT (Age-free
Campus Town)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」

・大学キャンパスとその立地を活かした大学と
市の連携プログラム
・幼児から高齢者までをカバーする大学を拠点
とする都市再生

全国都市再生モデル調査
「密集市街地のまちづくりにお
ける高齢者居住施設等の導入方
策の検討調査」

・密集住宅市街地で高齢者が安心して住み続けられ
るまちづくり
・地域福祉の推進と住環境の改善を担う高齢者居住
施設の導入検討
・高齢者居住施設をプロデュースするコーディネー
ト機能の提案

全国都市再生モデル調査
「新時代にマッチしたまちづく
り計画策定のための調査研究」

・専門家・大学・ＮＰＯとの連携・協働
・地元合意形成に向けたアンケートやフォーラムの
実施
・新時代にマッチしたまちづくり計画案策定。
・まちづくり交付金採択（18年度）（戸塚駅周辺
地区）

全国都市再生モデル調査
「横浜域内IT市場形成を核とす
る都市再生プロジェクト」

・独立系IT企業や中小企業の実態、課題を把握
・進出支援、IT利活用支援方法やビジネス交流の仕
組みを検討
・IT試乗形成のマスタープラン作成を行うための検討

全国都市再生モデル調査
「根岸米軍住宅地跡地を生かし
た､未来に繋ぐまちづくり運動～
草の根まちづくり家たちと地域
の人たちとのｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝによるま
ちづくり～」

・根岸米軍住宅跡地において、地域資源の活用方策
や今後のまちづくりイメージ等を検討
・市民、地権者と連携した検討
・乱開発を防ぎ、貴重な大規模用地の有効活用

18年度採択分

全国都市再生モデル調査
「重機ﾈｯﾄﾜｰｸの構築による被災
者救援ｼｽﾃﾑの検証」

・災害に備え、地域の住民,企業による共助体制確立
・小型建設機械・重機等の稼動状況を一元的に把握
するシステムづくり
・発災時に被災現場に重機を緊急出動できる体制の
構築を図る

18年度採択分

全国都市再生モデル調査
「障がい者と商業者･市民等によ
る福祉のまちづくり拠点に関す
る調査」

・障害者と商店者・市民等が協働
・バリアフリー環境関連製品（防災具等）の商品開発
・関内駅周辺のバリアフリー化検討や高架下・空き
店舗を活用

18年度採択分

国際臨空産業・物流特区
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備

・特例の全国化済
・鶴見区及び神奈川区の
一部（京浜臨海部）
・同一特区の区域（川崎
市川崎区の一部（京浜臨
海部））

京浜臨海部再生特区
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化

・鶴見区及び神奈川区の
一部（臨海部の工業地域
及び工業専用地域）

横浜市

都市再生

構造改革特区
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神奈川県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

国際物流特区

・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備
・特定埋立地の所有権移転制限期間の短縮（１
０年→５年）

・横浜港臨港地区（横浜
市金沢区八景島の全域を
除く。）及び特別工業地
区（金沢産業団地地区及
び鳥浜工業団地地区）

みなとの賑わい特区
・特定埋立地の所有権移転制限期間の短縮（１
０年→５年）

・鶴見区、神奈川区、
西区、中区、磯子区、
金沢区の全域

不登校等生徒支援教育特区

・校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置
・不登校児童生徒対象学校設置に係る教育課程の弾
力化
・ＩＴ等の活用による不登校児童生徒の学習機会の
拡大

都市型大学推進特区

・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置
・運動場に係る要件の弾力化による大学設置
・空地に係る要件の弾力化による大学設置

国際ＩＴビジネス交流特区

・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・講座修了者に対する初級システムアドミニスト
レータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除

・横浜市の一部（新横浜
1丁目、新横浜2丁目、
新横浜3丁目、小机、新
羽町、鳥山町の一部）

DME普及モデル特区
・ジメチルエーテル試験研究施設の変更工事の
手続き簡素化

・特例の全国化済
・鶴見区及び神奈川区の
一部（京浜臨海部）
・同一特区の区域（川崎
市川崎区の一部（京浜臨
海部））

市民利用型農園促進特区 ・市民農園の開設者の範囲の拡大 ・特例の全国化済

わたしの旅
２０世紀初頭、外国人建築家
が見た日本をめぐる旅

横浜マリタイムミュージアム、横浜港大桟橋 特別賞

がんばる商店街７７選 元町エスエス会
都内・近隣商店街との競争激化、みなとみらい
線開通など周辺環境が変化する中、独自の事業
展開で元町ブランドの地位を確固たるものに

　

都市再生プロジェクト
「基幹的広域防災拠点の整備」

現地対策本部機能を確保するため、水上輸送等
と連携した基幹的広域防災拠点を整備

都市再生プロジェクト
「大都市圏におけるゴミゼロ型
都市への再構築」

大都市圏において廃棄物の発生抑制､資源としての
再使用､再利用を進め､資源循環の｢環｣を形成

都市再生緊急整備地域
「川崎殿町・大師河原地域」
(107ha)

・殿町３丁目地区において、民間事業者が自社
配送センター建設着工(17.6)、竣工(17.10)

都市再生緊急整備地域
「浜川崎駅周辺地域」
(104ha)

・南渡田地区（北地区）において、用途地域の変更
及び地区計画の都市計画決定(16.4)
・小田栄２丁目地区において、民間事業者が分譲マ
ンションの建設着工(16.7)、医療法人が介護老人保
健施設を建設着工(16.10)、開設(17.10)、社会福
祉法人が特別養護老人ホームを建設着工(16.10)

都市再生緊急整備地域
「川崎駅周辺地域」(53ha)

・ﾐｭｰｻﾞ川崎ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ（川崎駅西口地区市街地再開
発事業）について、日本政策投資銀行による都市再
生ﾌｧﾝﾄﾞを適用(16.3)
・川崎駅西口堀川町地区において、民間都市再生事
業計画の認定(16.12)、商業施設着工(17.4)

「京浜臨海部都市再生予定地
域」（約4,400ha）

関係省庁、地方公共団体等による協議会が、早
急に整備すべき事項等をとりまとめ(15.6)

全国都市再生モデル調査
「臨海部における大規模低未利
用地の活用による緑環境空間形
成調査」

・民間主体の土地利用転換による環境整備
・緑地、公園等の整備による臨海部地域の活性化

横浜市

川崎市

構造改革特区

都市再生
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神奈川県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

全国都市再生モデル調査
「ｱｼﾞｱ起業家村構想推進によ
る都市再生への貢献」

・新産業創出のための土地利用転換の方策と基盤整
備の提案
・先端的な研究開発拠点の形成、神奈川口構想との
連携
・アジアの起業家育成などを通じたビジネスチャン
スの拡大

全国都市再生モデル調査
「小杉駅周辺における望まし
い都市型居住環境の創出」

・大規模空閑地の適切な利活用のための統一的
なガイドラインの策定
・公共空間の整備、エリアマネジメントのあり
方と組織化の検討

国際臨空産業・物流特区
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備

・特例の全国化済
・川崎区の一部（京浜臨
海部）
・同一特区の区域（横浜
市鶴見区及び神奈川区の
一部（京浜臨海部））

国際環境特区

・公道におけるロボット歩行等実験の許可の円滑化
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・石油コンビナートにおける試験研究施設の変更工
事手続の簡素化

・川崎区のうち県道東
京大師横浜以南の区域

DME普及モデル特区
・ジメチルエーテル試験研究施設の変更工事の
手続き簡素化

・特例の全国化済
・川崎区の一部（京浜臨
海部）
・同一特区の区域（横浜
市鶴見区及び神奈川区の
一部（京浜臨海部））

「音楽のまち・かわさき」推
進計画

・文化芸術による創造のまち支援事業の活用

「川崎ものづくり産業の高度
人材育成」推進計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「既成市街地の駅周辺地区に係
る隣接ﾆｭｰﾀｳﾝに開校した県立保
健福祉大学との連携による｢福祉
のまち｣実現に向けたまちづくり
基本計画策定」

・大学との連携による「福祉」をテーマとする
地区の個性の創出
・駅とニュータウンを結ぶ道路の安全安心な道
づくり
・既成市街地駅前地区の魅力づくりと活性化

構造改革特区 横須賀市国際教育特区 ・市町村負担教職員任用の容認 ・特例の全国化済

都市再生
全国都市再生：共通的海内へ
の対応

防災まちづくり

地域再生
自然との共生をめざした環境
づくり

・汚水処理施設整備交付金
・平塚市の一部（土
屋・吉沢地区）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「大規模緑地保全に伴う市民と
一体となった都市林の維持管理
体制の検討とトラスト運動の展
開について」

・市民と行政が役割分担した都市林の維持管理
体制の構築
・複数の市民団体が維持管理への参加に意欲を
示している

わたしの旅
中世の「鎌倉城」の長城（城
郭）を歩く

〔春〕若宮大路、鶴岡八幡宮、巨福呂坂切通し、亀
谷坂切通し、化粧坂切通し、常磐亭跡、大仏坂切通
し、極楽寺坂切通し、稲村ヶ崎、〔秋〕由比ヶ浜、
材木座海岸、九品寺、名越坂切通し、大切岸、衣張
山、十二所果樹園、熊野神社、朝夷奈切通し、杉本
城址、東勝寺、宝戒寺、若宮大路（再掲）

都市再生緊急整備地域
　「辻堂駅周辺地域」
(30ha)

・辻堂駅周辺地区まちづくり方針策定(17.6)
・都市計画（変更）決定(17.12)
・辻堂神台一丁目地区土地区画整理事業認可
(18.3)

全国都市再生：共通的海内へ
の対応

防犯まちづくり

全国都市再生モデル調査
「市街化調整区域の景観資源(樹
林地)の保全･活用調査」

・住民と大学が連携
・地区内の樹林地に関するワークショップや森歩き
イベント等を実施
・市街化調整区域内樹林地の保全・活用方策につい
て検討

18年度採択分

川崎市

横須賀市

平塚市

鎌倉市

藤沢市

都市再生

構造改革特区

地域再生

都市再生

87



神奈川県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

藤沢市 構造改革特区
神奈川県児童福祉施設調理特
区

・児童福祉施設における調理業務担当者派遣の
容認

・特例の全国化済

都市再生

全国都市再生モデル調査
「小田原お堀端メインストリー
トプログラムの策定と社会実験
調査」

・商店街、近隣の東海大学建築学科、市民組織
が連携の上、戦略的プログラムを策定
・サテライトキャンパス開設、店作りコンペ実
施、相談窓口開設などの社会実験

医師臨床研修推進特区 ・地方公務員に係る臨時的任用期間の延長

ＬＤ、ＡＤＨＤ等の不登校児童
生徒の個に応じた「生きる力」
を育む教育特区

・不登校児童生徒対象学校設置に係る教育課程の弾
力化
・校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置

都市農業成長特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・小田原市のうち農業
振興地域

荻窪用水
「めだかの学校」の発祥の地であり、舞台となった荻窪
用水の脇に憩いの場として「めだかの学校」を開校し、
メダカが生息できる環境づくりを進めている。

文命用水

かんがい用水であるとともに、地下水を涵養し、生
活環境用水や小さな生き物を育む用水としても利用
される。また、降雨時に排水路としての機能も発揮
し、域発展の基礎をなしている水路でもある。

「西さがみ自然体感まちづく
り計画」

・道整備交付金
・小田原市の一部（酒匂
川以西）
・同一計画の区域（注）

「おだわらルネッサンス・環
境共生都市」計画

・汚水処理施設整備交付金

立ち上がる農山漁村
小田原市農林畜産物特産品開
発推進協議会

行政･消費者・生産者が一体となった農林水産
業の振興

平成１７年度選定

茅ヶ崎市 構造改革特区 茅ヶ崎市地域情報化推進特区
・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレーター試験の一部免除

都市再生
都市再生緊急整備地域
　「相模原橋本駅周辺地域」
(36ha)

・橋本６丁目Ｄ地区ビル建設組合設立(16.3)、
建設工事着工(17.5)

構造改革特区 相模原市新都市農業創出特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和

・特例の全国化済
・相模原市のうち農業
振興地域

地域再生
相模原市「水源地域再生計
画」

・汚水処理施設整備交付金
・相模原市の一部（旧
津久井町及び旧相模湖
町の全域）

立ち上がる農山漁村 （有）オーストリッチヒル 特区によるダチョウの食肉生産 平成１６年度選定

三浦市 地域再生
６次経済の構築による三浦ス
タイル展開プロジェクト

・地域再生に資する民間プロジェクトに対する
課税の特例
・日本政策投資銀行の低利融資等

都市再生
全国都市再生モデル調査
「秦野市｢みち･まち｣明るい顔づ
くり調査」

・道路の一方通行化社会実験により中心市街地の交
通円滑化を検証
・併せてまちづくりに寄与する余裕空間創出や地域
分断解消も検証
・地域住民、商工業者、運輸事業者、行政等が広く
連携

地域再生
名水の里　秦野

ま　ち

みらい　環境

再生計画
・汚水処理施設整備交付金

厚木市 都市再生
都市再生緊急整備地域
　「本厚木駅周辺地域」
(20ha）

・本厚木駅南口地区再開発準備組合設立(17.9)

大和市 構造改革特区 みんなで進める地域福祉特区 ・NPOボランティア輸送によるセダン車の使用

南足柄市 わたしの旅 万葉の旅 大雄山、足柄峠、 特別賞

小田原市

相模原市

秦野市

構造改革特区

疏水百選

地域再生
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神奈川県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

南足柄市 疏水百選 文命用水

かんがい用水であるとともに、地下水を涵養し、生
活環境用水や小さな生き物を育む用水としても利用
される。また、降雨時に排水路としての機能も発揮
し、域発展の基礎をなしている水路でもある。

葉山町 都市再生

全国都市再生モデル調査
「地域資源(生活文化遺産､自然)
を結ぶ｢みちづくり｣によるｽﾛｰな
観光､安全で美しいまちなかの再
生」

・住民と行政との協働によるまちづくりの具現化
・地域資源を生かしたみちづくり
・まちなみを配慮し、安全快適で美しい景観を生み
だすまちづくり

大井町 疏水百選 文命用水

かんがい用水であるとともに、地下水を涵養し、生
活環境用水や小さな生き物を育む用水としても利用
される。また、降雨時に排水路としての機能も発揮
し、域発展の基礎をなしている水路でもある。

松田町 疏水百選 文命用水

かんがい用水であるとともに、地下水を涵養し、生
活環境用水や小さな生き物を育む用水としても利用
される。また、降雨時に排水路としての機能も発揮
し、域発展の基礎をなしている水路でもある。

開成町 疏水百選 文命用水

かんがい用水であるとともに、地下水を涵養し、生
活環境用水や小さな生き物を育む用水としても利用
される。また、降雨時に排水路としての機能も発揮
し、域発展の基礎をなしている水路でもある。

構造改革特区 箱根町幼保一元化特区 ・幼稚園児と保育園児の合同活動 ・特例の全国化済

疏水百選 深良用水

寛文年間（1678年）につくられた神奈川県の芦ノ
湖を水源とする全長1,280mの隧道。下流の黄瀬川
に流入させることで、駿東地区の広域に用水として
利用されている。

「西さがみ自然体感まちづく
り計画」

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注）

「真鶴のみなとを拠点としたにぎ
わいのある地域づくり計画」

・港整備交付金
・真鶴町の一部（真鶴
港及び岩漁港）

わたしの旅 万葉の旅 湯河原温泉 特別賞

地域再生
「西さがみ自然体感まちづく
り計画」

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注）

藤野『教育芸術』特区
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置

ノーマライゼーションを目指す
町に「心の教育・トータルケア
の場」をＬＤ・ＡＤＨＤ児に保
障する藤野町特区

・校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置
・不登校児童生徒対象学校設置に係る教育課程
の弾力化

・申し出により取消

「農」と「健康」の発信拠点整
備による多様な主体参加型地域
活力再生計画

・補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の
転用の弾力化

水源地藤野「出会いの里」地
域再生計画

・汚水処理施設整備交付金

清流とユズの香かおるさわぞ
のの郷地域再生計画

・補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の
転用の弾力化

同一計画の区域

（注）小田原市の一部（酒匂川以西）、真鶴町、湯河原町

箱根町

真鶴町

湯河原町

藤野町

地域再生

構造改革特区

地域再生
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新潟県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

全国都市再生モデル調査
「雪国におけるバリアフリー対策
の推進による安全で快適な都市生
活の実現に関するモデル調査」

・住宅の克雪化について先進的なモデル地区を抽出
・モデル地区の居住者へ、面談による意見等の聴取
・聴取した意見をもとに、克雪住宅のバリアフリー
化推進方策を検討

全国都市再生モデル調査
「市街地におけるﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ住
宅の普及促進に関するﾓﾃﾞﾙ調査」

・設計と既存の２部門でユニバーサルデザイン住宅
コンペを開催
・設計部門のモデル地区は新潟市の中心部に設定
・コンペの成果から「にいがたＵＤ住宅」の推進方
策を整理

構造改革特区
新潟県農業大学校アグリワー
クサポート特区

・農業大学校における無料職業紹介事業実施の容易化 ・特例の全国化済

国際競争力のあ
る観光地づくり

がんばってます！！新潟　お
もてなし向上プロジェクト

観光地づくりの構想策定

ものづくり 産学連携製造中核人材育成事業

長岡ものづくり開発設計人材育成プロジェクト
～長岡フェニックス計画～
国立大学法人長岡技術科学大学学校法人長岡工
業高等専門学校

西蒲原郡 ものづくり
地域新生コンソーシアム研究
開発事業

・ハイドロキノンを用いた新規美白製品を開
発。皮膚痣患の治療薬やシミ、ソバカス対策の
美白化粧品分野における新商品開発のための、
安全かつ安定した美白素材の提供を可能。

全国都市再生モデル調査
「｢水の都交流ｽﾃｰｼﾞ創り検討調
査｣中心市街地再生に向けて」

・堀再生に向け活動する市民団体の，活動に役立つ
資料の作成
・市民団体からアドバイザーとして調査に参加
・まちづくり交付金採択（18年度）（古町地区）

全国都市再生モデル調査
「都市型観光推進のための街路
空間軸景観整備方策調査」

・情緒あふれる景観、市街地における町屋の保
存、堀の再生
・行政機関、新潟大学の学識経験者、ＮＰＯ等
を含めた検討委員会を立上げ

新潟市IT人材ステップアップ
特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニストレータ
試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除

新潟市国際創業特区
・外国企業支店等の開設準備を行うビジネスマ
ンへの在留資格付与

・特例の全国化済

松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

新潟

２０世紀初頭、外国人建築家
が見た日本をめぐる旅

新潟 特別賞

疏水百選 亀田郷

戦前の亀田郷地域は低湿地で、農作業は過酷を極めた。
昭和23年の栗ノ木排水機場の完成とその後10年に及ぶ
水路改修と耕地整理により、網の目のように用排水路網
が整備され、この地は美田へと変わった。

地域再生
水と緑の田園都市を健やかに
育む白根の水環境保全計画

・汚水処理施設整備交付金 ・新潟市の一部（白根地区）

全国都市再生モデル調査
「少子高齢化社会における雪国
住宅の住み替え促進の調査」

・高齢者の住み替え先として活用できる住宅の量の把握
・郊外に居住する高齢者の住み替え需要量及びその条件
等の把握
・住み替え実態から住み替えに必要な条件等の把握
・まちづくり交付金採択（17年度）（山本・栖吉地区）
・まちづくり交付金採択（18年度）（長岡市中心市街地
地区）

全国都市再生モデル調査
「中山間地域（旧山古志村）に
おける復興住宅モデル調査」

・住宅被害が発生した旧山古志村において復興
住宅モデルを開発。
・地域の木材生産者、工務店、地元大学等との
連携により地場産材を活用

全国都市再生モデル調査
「謙信を育てた里づくりとして
まちなか再生を図る雁木空間形
成システム構築の調査」

・雁木を活かした民設公営による導入の仕組
み、システム、推進方策を市民とともに整理
・謙信ゆかりのエリアをモデル地区として、実
際の導入を検討

全国都市再生モデル調査
「古民家群を活かした農村と都
市をつなぐ交流と定住化促進実
証検討調査」

・古民家群の再生・活用の社会実験を実施
・住み替えファンドの創設等農村への人材定着
につながる定住化支援スキームの導入を検討

18年度採択分

都市再生

都市再生

構造改革特区

わたしの旅

都市再生

新潟県

新潟市

長岡市
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新潟県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

地域社会での暮らしを再構築す
る長岡市サテライト型居住施設
推進特区

・サテライト型特別養護老人ホームの設置の容認 ・特例の全国化済

ながおか「活き活き集落づく
り」特区

・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・長岡市の一部（太田地
区、大積・宮本地区、関原
地区、長岡地区（長倉））

やまこし農地利用特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済
・長岡市の一部（旧山古志村）

わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

西生寺

地域再生
山の暮らしの再生計画（中山
間地域復興計画）

・地域再生支援のための「特定地域プロジェク
トチーム」の編成

・長岡市の一部（旧山
古志村及び太田地域）

地域新生コンソーシアム研究
開発事業

・プラズマディスプレイパネル画素の製造装置と新
生産技術にあわせた隔壁を開発。大気開放型CVD 
(化学蒸着法) 装置での高精細蒸着を実現し専用隔壁
の大型化を行なうことにより、省電力型の高輝度
ディスプレイの製造を可能。

地域新生コンソーシアム研究
開発事業

・低周波振動に高周波振動を幾重にも重ねさせた高
精度の内径加工機を開発。小径穴の要求精度を効率
良く達成し、維持経費を大幅に削減でき、自動車・
ＩＴ関連・家電の部品製造メーカーなどで使用。

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
 「集い・暮らし・参加する長岡の都市舞台」 を基
本コンセプトとし、官民一体となって取り組む。

三条市 構造改革特区 街なか行政サービス拡大特区
・住民票の写しの自動交付機の設置場所の拡大
・印鑑登録証明書の自動交付機の設置場所の拡大

・特例の全国化済
・三条市神明町の一部

都市再生
全国都市再生モデル調査
「柏崎港の活性化」

・社会実験取り組みネットワークで港と中心部の賑わい
再生
・おじさん・おばさん達の夢構想実験の実現
・取り組み団体同士の賑わいネットの形成
・まちづくり交付金採択（17年度）（柏崎港地区）

構造改革特区 じょんのび高柳活性化特区
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営への参
入の容認

・柏崎市の一部（旧高
柳町）

地域再生
ふるさと再生ネットワークづ
くり計画

・道整備交付金

構造改革特区 しばたっ子食農給食特区 ・公立保育所における給食の外部搬入容認

疏水百選 加治川用水

加治川は大雨のたび水害を繰り返していた川であっ
たが、寛永末期に築堤、耕地拡大、用水樋管の施設
が行われた。本川は排水川としてではなく、用水川
として耕地形成に関与していく形をとる特徴的な形
態をしめしている。

地域再生
人と環境にやさしいまちづく
り計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注）

構造改革特区 おぢや農都共生特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

地域再生
小千谷市「豊かな自然と文化が織
りなす復興のまちづくり」計画

・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 越後里山活性化特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営への参
入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農業生産法人による農家民宿の経営容認
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和
・過疎地におけるNPO等による空き家情報の提供

・十日町市の一部（旧十
日町市、川西町、中里
村、松代町、松之山町）
・同一特区の区域（上越
市の一部（旧安塚町、旧
浦川原町、旧大島村、旧
牧村））

地域再生 森林へのアクセス道路づくり計画 ・道整備交付金
・十日町市の一部（吉
田地区）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「城下町村上・市民の心意気で
作る景観再生モデル地区 
黒塀による景観社会実験と、石
畳化に向けた住民協定締結」

・黒壁を生かした景観再生を図るため、市民の
寄付等による「黒塀一枚千円運動」を推進。
・景観再生の効果を計る景観社会実験を実施

国際競争力のあ
る観光地づくり 村上観光ルネッサンス 観光ルネサンス事業

構造改革特区

ものづくり

村上市

柏崎市

新発田市

小千谷市

十日町市

長岡市
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新潟県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

木造建築の伝統文化にふれる旅 最念寺・弁天堂、若林家、吉川家

松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

村上

ひな街道を行く
「町屋の人形さま巡り」期間中、民家、商店な
ど各所でひな人形を展示

特別賞

地域再生
村上市「鮭が遡る自然豊かな
まちづくり」計画

・汚水処理施設整備交付金

がんばる商店街77選 村上市中央商店街
城下町・村上に残る昔ながらの町屋を活かしたまち
づくりを実践。「人形さま巡り」「屏風まつり」等
のイベントで誘客を図り、まちを活性化

　

糸魚川ボランティア輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

翠の里産業共生特区
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・糸魚川市の一部（旧
糸魚川市）

塩の道「千国街道」を歩く 白馬通り、天津神社、中山峠

縄文の時代を尋ねて 長者が原考古館、寺地遺跡

松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

旅館玉屋、能生、親不知・子不知

翠の交流都市づくり計画 ・道整備交付金

翡翠の水再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

妙高四季彩自然回廊再生計画 ・道整備交付金

妙高ナチュラルファクトリー
再生計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

妙高ブランド交流促進再生計画 ・社会福祉施設の転用の弾力的な承認 ・妙高市の一部（斑尾地域）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「高齢者向きｺﾐｭﾆﾃｨ交通計画の
検討と実践としてのまちづくりｿ
ﾌﾄの展開」

・まちづくり交付金採択（17年度）（三和地区）

越後里山活性化特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営への参
入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農業生産法人による農家民宿の経営容認
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和
・過疎地におけるNPO等による空き家情報の提供

・上越市の一部（旧安塚
町、旧浦川原町、旧大島
村、旧牧村）
・同一特区の区域（十日
町市の一部（旧十日町
市、川西町、中里村、松
代町、松之山町）

上越ボランティア輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

広域拠点企業立地促進特区 ・土地開発公社造成地の賃貸の容認 ・特例の全国化済

国際競争力のあ
る観光地づくり

矢野　学塾（平成17年10月
7日(金)～8日(土)開催）

観光カリスマ塾

松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

高田

越後古代から近世への変遷を
たどる旅

菅原神社、菅原古墳、宮口古墳、牧歴史民俗資
料館虫川の大スギ、岩屋堂観音堂、浄興寺、高
田公園、旧今井染物屋

地域再生
生業(なりわい)と文化あふれ
るまちづくり計画

・道整備交付金

都市再生

全国都市再生モデル調査
「道の駅を核としたフィンラン
ド型福祉のまちづくりモデル検
討調査　～超高齢社会への挑
戦！～」

・高齢者の健康で自立的な居住環境整備
・リタイア後の働く場やふれあいの場、生
き甲斐の提供、介護や福祉の人材育成
・フィンランド国各機関との連携、市民と
の協働作業

地域再生
安心・快適・豊かさ創出の故
郷づくり計画

・道整備交付金

地域再生

構造改革特区

わたしの旅

わたしの旅

構造改革特区

わたしの旅

地域再生

上越市

阿賀野市

村上市

糸魚川市

妙高市

92



新潟県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

阿賀野市 地域再生
オアシス都市阿賀野「母なる大
河　阿賀野川」清流再生計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生

全国都市再生モデル調査
「地域資源を活かした体験交流
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発による｢出会いと学
びの島｣づくり」

・多様な主体が連携
・地域資源の再評価や新たな発掘を通じた魅力
ある体験交流プログラムを開発

18年度採択分

構造改革特区 佐渡トキめき濁酒特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

わたしの旅 佐渡案内

二ツ亀、大野亀、賽の河原、尖閣湾、佐渡金山、西
三川ゴールドパーク、小木地区宿根木集落、矢島、
経島（たらい船体験）、薪能鑑賞、佐渡博物館、妙
宣寺、トキの森公園

構造改革特区
魚沼市入広瀬区域さんさい共
和国再生特区

・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営への参
入の容認

・魚沼市の一部（旧入
広瀬村）

地域再生
「うおぬまスローライフ」雪
のくに活性化プロジェクト

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援
・同一計画の区域（南
魚沼市）

全国都市再生モデル調査
「スキー観光の活性化と市街地
活性化に向けたリノベーション
システムの構築調査」

・商業や観光、不動産業者、住民、ＮＰＯ、旅行
者、行政、学識経験者等で協議会を組織
・不動産流通システム、情報システム等リノベー
ションシステムの構築
・まちづくり交付金採択（18年度）（塩沢地区）

全国都市再生モデル調査
「合併後の地域資源を活用し｢都
市の活性化を図るための市内公
共交通ｼｽﾃﾑ構築｣調査」

・合併後の複数交通機関の総合的な見直しを実施
・観光・交流の観点も含めた効率的交通ネットワー
クの構築を検討

18年度採択分

地域再生
「うおぬまスローライフ」雪
のくに活性化プロジェクト

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援
・同一計画の区域（魚
沼市）

構造改革特区 新潟中条産業立地推進特区 ・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・特例の全国化済
・胎内市の一部（旧中条町
のうち中条中核工業団地）

地域再生
人と環境にやさしいまちづく
り計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注）

聖籠町 疏水百選 加治川用水

加治川は大雨のたび水害を繰り返していた川であっ
たが、寛永末期に築堤、耕地拡大、用水樋管の施設
が行われた。本川は排水川としてではなく、用水川
として耕地形成に関与していく形をとる特徴的な形
態をしめしている。

弥彦村 都市再生
全国都市再生モデル調査
「街並･ﾃﾞｻﾞｲﾝと自転車を活用し
た温泉街活性化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」

・弥彦温泉の資源洗い出しや景観整備と一体と
なった自転車イベントの実験を実施
・戦略的なデザイン整備とソフト事業との連携

18年度採択分

田上町 わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

弥彦温泉

構造改革特区 阿賀町活性化どぶろく特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

地域再生 農山村魅力倍増計画 ・道整備交付金

出雲崎町 わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

出雲崎

湯沢町 構造改革特区 湯沢温泉どぶろく特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

関川村 わたしの旅 木造建築の伝統文化にふれる旅 渡辺家住宅、佐藤家住宅

荒川町 地域再生
人と環境にやさしいまちづく
り計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注）

神林村 地域再生
人と環境にやさしいまちづく
り計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注）

朝日村 構造改革特区 朝日村活性化特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

山北町 構造改革特区 魅力ある山北町再生特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

同一計画の区域

（注）新発田市、胎内市、荒川町、神林村

都市再生

南魚沼市

胎内市

阿賀町

佐渡市

魚沼市

93



富山県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

富山県 地域再生
「元気とやま」ものづくり産
業活性化計画

・地域新生コンソーシアム研究開発事業
・地域新規産業創造技術開発費補助事業
・日本政策投資銀行の低利融資等

全国都市再生モデル調査
「公共空間活用による市街地の
活性化検討調査」

・公共空間を活用し、中心市街地を活性化し賑わい
を創出する
・道路、公園、河川などの公共空間の多様な活用方
策の検討
・市民団体等と協働での公共空間の活用方策や管理
の検討
・まちづくり交付金採択（16年度）（富山市中心
市街地地区）
・まちづくり交付金採択（18年度）（高山本線沿
線地区）

全国都市再生モデル調査
「富山港線路面電車化を活用し
たまちづくり調査」

・富山港線路面電車化を活かしたまちの活性化
・自動車に頼らない環境にやさしい都市再生
・まちづくり交付金採択（16年度）（富山港線
沿線地区）

全国都市再生モデル調査
「中心市街地の小学校統合に伴
う跡地等の活用可能性調査」

・廃校活用による賑わいや経済効果のシミュ
レーション等を実施。
・中心市街地の活性化に資する活用方策や管
理・運営等の民間活力の可能性を検討

全国都市再生モデル調査
「ごま塩状の中心市街地におけ
るNPO等民間組織による市街地
整備推進支援」

・将来の市街地像「街区マスタープラン」づくり
・中心市街地問題解決の先鞭となるモデルを形
成を企図

18年度採択分

富山型福祉サービス推進特区
・指定小規模多機能型居宅介護事業所における
障害児等の受入の容認

・同一計画の区域（注４）

富山型デイサービス推進特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

とやま幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

越中八尾スロータウン特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認　
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認　
・市民農園の開設者の範囲の拡大　
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和

・特例の全国化済
・富山市の一部（黒瀬谷、
卯花、室牧、野積、仁歩及
び大長谷地区）

国際競争力のあ
る観光地づくり

福島順二塾（平成17年2月6
日(日)～7日(月)開催）

観光カリスマ塾

わたしの旅
富山売薬をめぐる近世近代の
遠い記憶

末広軒（中華そば屋）、富山県民会館分館「薬種商
の館　金岡邸」広貫堂資料館、富山城址公園郷土資
料館、市内鱒のすし製造店、富山市水橋地区、富山
市民俗民芸村（売薬資料館）、富岩運河環水公園

常西合口用水

常願寺川左岸の洪水対策を目的としオランダ人技師
ヨハネス=デ=レイケの指揮の下に明治26年に完成
した疏水。その後、電源開発が進められ、現在では
富山市の上工用水道の原水としても利用されている

舟倉用水

舟倉台地の開墾のため、文化年間に急峻な山腹急傾斜
を蛇行しながら導水した、14km余の用水。現在は区
画整理によって美田となった田に疏水の水が潤沢に流
れ、地域用水としても大いに利用されている。

とやま緑豊かな国際都市づく
り計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

富山市「共生・交流・創造」
のまちづくり

・汚水処理施設整備交付金

がんばる商店街77選 街なか感謝デー実行委員会等
商店街自らが中心部の駐車場を借上げ来街者に
無料開放するとともに、近隣商店街では市民団
体等が連携して多彩なイベントを開催

　

高岡市 都市再生
全国都市再生モデル調査
「ﾌﾗﾝｽとの交流による景観形成
運動展開事業」

・高岡市においてフランスとの交流による景観会議の開催
・都市景観に関するアンケート調査と景観評価調査の実施
・景観形成・保全にかかる市民の役割・責務の明確化

都市再生

構造改革特区

疏水百選

地域再生

富山市
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富山県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生
全国都市再生モデル調査
「歴史とにぎわいのみちづくり
整備方針の策定」

・交通量調査ｉｎまちなか（中心市街地内の交
通量調査）
・将来のみちまちについて話し合おう
・みちまちづくり整備方針についてまとめよう

富山型デイサービス推進特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

とやま幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

高岡市産業活性化IT人材育成
特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニストレータ
試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除

高岡市ものづくり・デザイン
人材育成特区

・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

福岡町次世代を育む子育て支
援のまちづくり特区

・幼稚園児と保育園児の合同活動
・保育事務の教育委員会への委任
・幼稚園と保育所の保育室の共用
・幼稚園の基準面積算定方法の弾力化

・特例の全国化済
・高岡市の一部（旧福
岡町）

富山型福祉サービス推進特区
・指定小規模多機能型居宅介護事業所における
障害児等の受入の容認

・同一計画の区域（注４）

分水嶺を越えて、古い町並み
ジグザグ紀行

山町筋重要伝統的建造物群保存地区、菅野家住
宅、土蔵造りのまち資料館、北前船資料館

特別賞

万葉の旅 伏木（万葉歴史館、勝興寺、国分寺） 特別賞

松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

高岡

地域再生 万葉の里地域づくり計画 ・道整備交付金 ・同一計画の区域（氷見市）

構造改革特区 富山型デイサービス推進特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

地域再生 新川地域うるおい交流促進計画 ・道整備交付金 ・同一計画の区域（注５）

富山型デイサービス推進特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

とやま幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

氷見振舞酒特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

わたしの旅 万葉の旅 田子浦藤波神社、雨晴海岸、英遠の浦 特別賞

万葉の里地域づくり計画 ・道整備交付金 ・同一計画の区域（高岡市）

地域資源保全・活用型産業の
振興による雇用促進プラン

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「滑川市の歴史的拠点 宿場町橋
場再生計画」

・空き家や民宿等既存ストックの利活用
・蜃気楼や剣岳の壮大な景観等の観光資源の再
生を企図

18年度採択分

富山型デイサービス推進特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

とやま幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

地域再生
「豊かな自然・ほたるいかの棲む
海を大切にするまち」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「宇奈月温泉街まちづくり調査」

・温泉等の地域資源の活用
・空き店舗、旅館等の既存ストックの活用
・歴史・文化を活かした景観形成

富山型デイサービス推進特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

黒部国際化教育特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

疏水百選 十二貫野用水
天保年間に開削された23km（当時）の用水で
あり、黒部の断崖絶壁の山腹を縫 う水路や隧
道、逆サイフォンが取り入れられている。

構造改革特区

構造改革特区

わたしの旅

構造改革特区

地域再生

構造改革特区滑川市

黒部市

高岡市

魚津市

氷見市
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富山県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

黒部市 地域再生 新川地域うるおい交流促進計画 ・道整備交付金 ・同一計画の区域（注５）

富山型デイサービス推進特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

とやま幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

疏水百選 鷹栖口用水（砺波平野疏水群）

一級河川庄川に設置された庄川合口堰堤より取水さ
れ、水田はもとより住宅地の隅々まで流れ注がれて
いる。用水は年間通水され、地域産業の発展や防火
用水・消融雪水などの地域用水にも活用され、地域
の大切な資源として広く愛されて いる。

構造改革特区 富山型デイサービス推進特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

倶利伽羅峠

疏水百選 鷹栖口用水（砺波平野疏水群）

一級河川庄川に設置された庄川合口堰堤より取水さ
れ、水田はもとより住宅地の隅々まで流れ注がれて
いる。用水は年間通水され、地域産業の発展や防火
用水・消融雪水などの地域用水にも活用され、地域
の大切な資源として広く愛されて いる。

地域再生
自然にやさしく快適なまち・
おやべ再生計画

・汚水処理施設整備交付金

富山型デイサービス推進特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

とやま幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

舞台芸術特区TOGA
・劇場等における誘導灯及び誘導標識の設置の
不要化

・南砺市の一部（利賀
村上百瀬地区）

五箇山地域（上平・平・利賀
地区）農地保全継続創造特区

・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・特例の全国化済
・南砺市の一部（旧上平村）

わたしの旅
分水嶺を越えて、古い町並み
ジグザグ紀行

南砺市菅沼（世界文化遺産・重要伝統的建造物
群保存地区）、南砺市相倉（世界文化遺産・重
要伝統的建造物群保存地区）

特別賞

地域再生 南砺明るく元気な地域づくり計画 ・道整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「臨海部における未利用地の活
用と中心市街地との連携」

・環日本海におけるゲートウェイを目指すまち
づくりを推進
・調査過程における市民参画を推進

富山型デイサービス推進特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

とやま幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

構造改革特区 富山型デイサービス推進特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

地域再生
とやま緑豊かな国際都市づく
り計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「立山エリア再生における自
然・文化・知的財産の活用調査
事業」

・姉妹都市であるソウル特別市江北区との交流
促進　
・保健医学の知的資産集積のための調査
・地元の資源を生かした生活、文化体験型観光
施設の整備

立山町等

富山型デイサービス推進特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

とやま幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

富山型福祉サービス推進特区
・指定小規模多機能型居宅介護事業所における
障害児等の受入の容認

・同一計画の区域（注４）

地域再生
とやま緑豊かな国際都市づく
り計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

立ち上がる農山漁村 農事組合法人　食彩工房たてやま 女性起業で地域特産物の加工・販売 平成１６年度選定

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

南砺市

射水市

上市町

立山町

砺波市

小矢部市

96



富山県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 とやま幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

地域再生 新川地域うるおい交流促進計画 ・道整備交付金 ・同一計画の区域（注５）

朝日町 わたしの旅 縄文の時代を尋ねて 不動堂遺跡

同一計画の区域

（注１）富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、上市町、立山町

（注２）富山市、高岡市、射水市、氷見市、滑川市、砺波市、南砥市、立山町、入善町

（注３）富山市、上市町、立山町

（注４）富山市、高岡市、立山町

（注５）魚津市、黒部市、入善町

入善町
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石川県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

地域再生
企業と地域との協同による新
たな子育て支援計画

・日本政策投資銀行の低利融資等

ものづくり 産学連携製造中核人材育成事業
北陸地域の産業機械製造中堅・中小企業の生産
工程管理者育成
学校法人金沢工業大学

全国都市再生モデル調査
「石川の姉妹都市交流再考と次
代の都市再生に向けた新ネット
ワークデザインの構築」

・姉妹都市交流促進のため国際祭を開催
・低未利用の文化・スポーツ施設の活用
・伝統産業・先端産業の立地の推進

金沢市等

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

歴史的なたたずまいを継承した街並み・まちづ
くり

全国都市再生モデル調査
「まちなか居住と賑わい創出調
査～市民参画による元気で美し
い都心再生～」

・オフィスビルを対象とした住宅転用に係る課
題を調査
・賑わいの創出を図る仕掛けの提案
・まちなか居住に係る政策指標の考え方と評価
方法の検討と試行
・まちづくり交付金採択（16年度）（金沢中央
地区）

全国都市再生モデル調査
「公共交通利用活性化によるま
ちづくり推進方策検討調査」

・公共交通の活性化による都心部への来外者の増進方策
検討
・フィーダーバスの運行実験
・連接バスの交通結節点での走行軌跡図の検討
・まちづくり交付金採択（16年度）（金沢中央地区）

全国都市再生モデル調査
「大学との連携協働による｢元気
なまち｣調査」

・既存ストックを題材として学生と地域コミュ
ニティの連携事業を実証実験として実施
・まちなか交流活動を促進

18年度採択分

「世界都市金沢」小中一貫英
語教育特区

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・特区研究開発学校における教科書の早期給与

石川グリーン・ツーリズム促
進特区

・農家民宿における簡易な消防設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・金沢市の一部（中山間地域）
・同一計画の区域（注１）

河北潟干拓地農業活性化特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認　
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・金沢市の一部(国営河北潟干
拓事業における農地造成地)
・同一計画の区域（注２）

周辺環境に調和した道路標識
金沢特区

・良好な景観形成のための道路標識の縮小化

”Jａｐａｎ”を訪ねる旅 石川県立立山中漆器産業技術センター 大賞

世界文化遺産白川郷と日本の
匠の技を訪ねる旅

兼六園、九谷焼光仙窯 特別賞

松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

金沢

辰巳用水

辰巳用水は金沢城防備のため堀に水を引き入れ、城
内の飲料水、城下町金沢の防火用水として寛永9年
（1632年）に開削された。国の特別名勝である兼
六園に取り入れをしている。

金沢疏水群
（大野庄用水・鞍月用水・長
坂用水）

加賀藩の農用水や金沢城の防火用水、物資運搬、防
火、防御、融雪等多目的用水として、農業だけでな
く城下町の生活に重要な役割を担ってきた。

手取川疏水群
（手取川七ヶ用水・宮竹用水）

両用水は洪水及び渇水が長年の課題であったが、戦
後、大日川ダムが建設されて解消された。近年、環
境に配慮した親水護岸への改修や親水公園等の整
備、小水力発電所の建設、溢水対策としての水管理
システムの導入が行われている。

地域再生 自然と共生するまちづくり計画 ・道整備交付金

ものづくり 北陸ものづくり創生プロジェクト 米の発酵エキスを利用した化粧水の商品化

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
ハードからソフト施策への転換や、市民が主体
となるまちづくり活動の促進等を図る。

　

石川県

金沢市

都市再生

構想改革特区

わたしの旅

疏水百選
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石川県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

片町商店街

コミュニティ基地「Kanazawa　Bizcafe」の
設置、光ファイバーによる商店街のネットワー
ク化による情報発信と、大道芸等を交えた多彩
なイベントを展開

竪町商店街
土・日・祝の午後のホコ天を平日にも拡大し、
３６５日　午後は憩いの街に

全国都市再生モデル調査
「地域ブランド活用による観光
を軸としたまちづくり調査」

・地域資源の発掘
・ブロードバンドコンテンツを作成し、イン
ターネットで配信
・認知度、価格対満足度のアンケート調査

全国都市再生モデル調査
「和倉温泉にぎわい再生・まち
なみ再編実践プラン」

・住民と観光客がともに集うにぎわい交流拠点
づくり

構想改革特区
石川グリーン・ツーリズム促
進特区

・農家民宿における簡易な消防設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

国際競争力のあ
る観光地づくり

小田禎彦塾（平成16年12月
2日(木)～3日(金)開催）

観光カリスマ塾

万葉の旅 能登中島、七尾湾机島、和倉温泉 特別賞

能登の風景・食・人々に今も残
る日本の文化を通じて日本人の
アイデンティティーを知る旅

一本杉通り、能登食祭市場、和倉温泉

「でか山のまち・ななお」の
再生計画

・汚水処理施設整備交付金 ・七尾市の一部（旧七尾市）

人材と地域資源の活用による
七尾から始まる元気物語

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「梯川を核とした、水と緑を活
かした潤いと安らぎのあるまち
づくり調査」

・地域の伝統・文化を継承し、街と川が一体と
なった空間に発展
・地域からの取組による良好な水辺環境を保
全・創出しよう
・市民・企業・行政が、適正な役割分担に基づ
き協調して取り組もう

構想改革特区 小松っ子育成支援特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

小松

疏水百選
手取川疏水群
（手取川七ヶ用水・宮竹用水）

両用水は洪水及び渇水が長年の課題であったが、戦
後、大日川ダムが建設されて解消された。近年、環
境に配慮した親水護岸への改修や親水公園等の整
備、小水力発電所の建設、溢水対策としての水管理
システムの導入が行われている。

地域再生 ものづくりのまち活性化計画 ・日本政策投資銀行の低利融資等

構想改革特区
石川グリーン・ツーリズム促
進特区

・農家民宿における簡易な消防設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

”Jａｐａｎ”を訪ねる旅 輪島漆芸美術館、輪島漆器資料館、輪島温泉 大賞

世界文化遺産白川郷と日本の
匠の技を訪ねる旅

輪島漆器会館、輪島屋本店 特別賞

能登の風景・食・人々に今も残
る日本の文化を通じて日本人の
アイデンティティーを知る旅

総持寺祖院、間垣の里、輪島工房長屋、キリコ会
館、白米の千枚田、上時国家住宅、輪島温泉郷

能登の伝統工芸にふれる
石川県輪島漆芸美術館、輪島漆器会館（輪島漆
器資料館）、輪島工房長屋、市内漆器店、白米
の千枚田、輪島温泉

「漆の里」輪島の自然が育む
再生計画

・道整備交付金

豊かなかがやく「日本海シ
ティ輪島」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

金沢市

七尾市

小松市

輪島市

がんばる商店街77選

都市再生

わたしの旅

地域再生

わたしの旅

地域再生

99



石川県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

輪島市  中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
観光客を中心市街地に引き込み、質の高い交流
を実現するとともに、若い人からお年寄りまで
楽しく暮らせるまちの実現を目指す。

都市再生
全国都市再生モデル調査
「地方鉄道廃止に伴うﾊﾞｽの駅整
備計画策定調査」

・鉄道廃止に伴うバス転換後の新たな交通結節拠点
の創出
・地域住民及び来訪者との交流拠点の創出
・観光情報・地域情報発信による交流人口の拡大

珠洲市等

構想改革特区
石川グリーン・ツーリズム促
進特区

・農家民宿における簡易な消防設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

能登の風景・食・人々に今も残
る日本の文化を通じて日本人の
アイデンティティーを知る旅

奥能登塩田村、須須神社

能登の伝統工芸にふれる 塩田、珠洲焼資料館、珠洲焼館

地域再生 珠洲市都市農村交流再生計画 ・道整備交付金

全国都市再生モデル調査
「城下町｢大聖寺｣・歴史を語る町
屋の再生（蘇生＆リユース）によ
る新たなる居住提案への挑戦

・町屋の供給システム構築や市営住宅としての活用の可
能性について研究
・町屋再生のための人材育成と価値を啓発
・まちづくり交付金採択（18年度）（大聖寺地区）

全国都市再生モデル調査
「『魯山人ｻﾐｯﾄ&ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ』の開
催による山代ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ構築調査」

・食文化の発信をメインとしたイベントを開催
・山城ブランドの構築と伝統・文化性の高いま
ちづくり意識を醸成

18年度採択分

全国都市再生モデル調査
「加賀の水郷再生に向けた協働
体制構築調査」

・環境・教育テーマ　（豊な森・水・人の育成）
・舟運・観光テーマ　（食と文化の回遊路）
・景観・歴史テーマー（加賀三湖の歴史・文化景観
再認識と伝承）

加賀市等

構想改革特区
認知症高齢者グループホーム
短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済

国際競争力のあ
る観光地づくり

「山代温泉九谷の里づくり」事業
観光ルネサンス事業
（まちづくり交付金と連携）

”Jａｐａｎ”を訪ねる旅 山中漆器伝統産業会館、山中座 大賞

松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

全昌寺

能登の伝統工芸にふれる 九谷焼美術館

加賀の歴史・文化探訪―九谷
焼発祥の地・北前船の栄華を
訪ねる

橋立地区、北前船の里資料館、蔵六園、山代温
泉、九谷焼窯跡展示館、薬王院温泉寺、魯山人
寓居跡いろは草庵、はづちを楽堂、須田菁華
窯、石川県九谷焼美術館、山下寺院群

地域再生
「自然・文化・観光を連携さ
せた活力ある地域づくり」

・道整備交付金

石川グリーン・ツーリズム促
進特区

・農家民宿における簡易な消防設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

羽咋のご利益ー御神酒（濁
酒）特区

・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

羽咋のとっても簡単就農特区 ・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・羽咋市の一部（羽咋市
神子原地区・邑知地区・
寺家町・滝町・一ノ宮
町・上甘田地区）

はくい幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

かほく市 構想改革特区 河北潟干拓地農業活性化特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認　
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・かほく市の一部(国営河北
潟干拓事業における農地造
成地)
・同一計画の区域（注２）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「合併市におけるコンパクトシ
ティ化モデル調査」

・コンパクトシティ化の実現に向けて、課題の
整理、あり方の検討
・実現方策の検討、効果の検証、アクションプ
ランの作成を実施

構想改革特区 白山・鶴来ツーリズム創造特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・白山市の一部（旧鶴
来町）

珠洲市

加賀市

羽咋市

白山市

構想改革特区

わたしの旅

都市再生

わたしの旅
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石川県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構想改革特区 美川サイバータウン教育特区

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置

・白山市の一部（旧美
川町）

疏水百選
手取川疏水群
（手取川七ヶ用水・宮竹用水）

両用水は洪水及び渇水が長年の課題であったが、戦
後、大日川ダムが建設されて解消された。近年、環
境に配慮した親水護岸への改修や親水公園等の整
備、小水力発電所の建設、溢水対策としての水管理
システムの導入が行われている。

都市再生
全国都市再生モデル調査
「新市連携による九谷焼の里再
生調査」

・旧３町の連携強化による中心市街地の再生
・中心市街地を結ぶNPOによる市内巡回バス運
行を検討
・地域通貨（ござっせ）の発行や新市横断道路
の整備

構想改革特区 新産業創造拠点化推進特区 ・土地開発公社造成地の賃貸の容認

・特例の全国化済
・能美市の一部（旧辰口
町のいしかわサイエンス
パーク）

わたしの旅 能登の伝統工芸にふれる 九谷焼陶芸村

疏水百選
手取川疏水群
（手取川七ヶ用水・宮竹用水）

両用水は洪水及び渇水が長年の課題であったが、戦
後、大日川ダムが建設されて解消された。近年、環
境に配慮した親水護岸への改修や親水公園等の整
備、小水力発電所の建設、溢水対策としての水管理
システムの導入が行われている。

地域再生
「海山川の恵みと九谷焼の
里」能美まちづくり計画

・道整備交付金

川北町 疏水百選
手取川疏水群
（手取川七ヶ用水・宮竹用水）

両用水は洪水及び渇水が長年の課題であったが、戦
後、大日川ダムが建設されて解消された。近年、環
境に配慮した親水護岸への改修や親水公園等の整
備、小水力発電所の建設、溢水対策としての水管理
システムの導入が行われている。

都市再生
全国都市再生モデル調査
「青色街灯による安心･安全なま
ちづくりの推進調査」

・犯罪多発地区に青色街灯を設置
・町の景観改善とも併せ、犯罪減少に繋がる安
全安心なまちづくりを推進

18年度採択分

疏水百選
手取川疏水群
（手取川七ヶ用水・宮竹用水）

両用水は洪水及び渇水が長年の課題であったが、戦
後、大日川ダムが建設されて解消された。近年、環
境に配慮した親水護岸への改修や親水公園等の整
備、小水力発電所の建設、溢水対策としての水管理
システムの導入が行われている。

構想改革特区 河北潟干拓地農業活性化特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認　
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・津幡町の一部(国営河北潟干
拓事業における農地造成地)
・同一計画の区域（注２）

白鳥舞い降りる津幡町　きらめ
く水環境復興計画　～つばたア
クアネットルネッサンス～

・汚水処理施設整備交付金

新しい交通ネットワーク整備を
中心とした津幡町活性化計画

・道整備交付金

内灘町 構想改革特区 河北潟干拓地農業活性化特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認　
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・内灘町の一部(国営河北潟干
拓事業における農地造成地)
・同一計画の区域（注２）

構想改革特区
石川グリーン・ツーリズム促
進特区

・農家民宿における簡易な消防設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

わたしの旅
能登の風景・食・人々に今も残
る日本の文化を通じて日本人の
アイデンティティーを知る旅

旧福浦灯台、福浦漁港の町並み、義経の舟隠
し、ヤセの断崖

地域再生
「ヒト」と「イカリモンハン
ミョウたち」の住みよい環境
保全計画

・汚水処理施設整備交付金

宝達志水町 構想改革特区
石川グリーン・ツーリズム促
進特区

・農家民宿における簡易な消防設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

白山市

能美市

野々市町

津幡町

志賀町

地域再生
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石川県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

中能登町 構想改革特区
石川グリーン・ツーリズム促
進特区

・農家民宿における簡易な消防設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

構想改革特区
石川グリーン・ツーリズム促
進特区

・農家民宿における簡易な消防設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

わたしの旅
能登の風景・食・人々に今も残
る日本の文化を通じて日本人の
アイデンティティーを知る旅

能登中居鋳物館

地域再生
穏やかな自然のなか安心して
暮らせる町づくり計画

・道整備交付金

構想改革特区
石川グリーン・ツーリズム促
進特区

・農家民宿における簡易な消防設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

わたしの旅
能登の風景・食・人々に今も残
る日本の文化を通じて日本人の
アイデンティティーを知る旅

真脇遺跡、マルガージェラート

能登町「ひと・くらしが輝く自
然のめぐみのまち」再生計画

・道整備交付金

「潤いある暮らしを支える快
適な町」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

同一計画の区域

（注１）金沢市の一部（中山間地域）、七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町

（注２）金沢市、かほく市、津幡町、内灘町の一部（国営河北潟干拓事業における農地造成地）

穴水町

能登町

地域再生
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福井県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 ふくいＩＴ達人育成特区
・講座修了者に対する初級システムアドミニストレータ
試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除

ふくい産力強化計画

・地域新生コンソーシアム研究開発事業
・地域新規産業創造技術開発費補助事業
・日本政策投資銀行の低利融資等
・国民生活金融公庫の「新創業融資制度」の要件緩和

ふくい原子力・地域産業共生計画

・地域の産学官連携による優れた実用化技術開発へ
の助成
・地域新生コンソーシアム研究開発事業
・地域新規産業創造技術開発費補助事業
・日本政策投資銀行の低利融資等
・国民生活金融公庫の「新創業融資制度」の要件緩和

福井県　福井
市、鯖江市、
坂井郡、吉田
郡他、福井広
域都市圏

都市再生

全国都市再生モデル調査
「えちぜん鉄道を核とした公共
交通の活性化によるまちづくり
調査」

・鉄道存続運動からまちづくり活動への展開
・市民の手作りによる公共交通とまちづくりのガイ
ドブックの策定
・市民と協働でさまざまな地域において駅からのま
ちづくりを実践
・まちづくり交付金採択（17年度）（にぎわい交
流拠点地区）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「大学､住民､商店街､市民団体に
よる地域ｺﾐｭﾆﾃｨ再生調査」

・核となる住民の発掘と住民主体のテーマ型ま
ちづくり組織の誕生
・住民、学生、大学、商店街、ＮＰＯ等の連携
によるまちづくり
・身近な暮らしの取り組みから景観・河川改修
事業等まで展開

ふくい福祉サービス充実特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・福井市の一部（旧福井
市、旧美山町）
・同一計画の区域（注１）

ふくい幼稚園入園年齢緩和特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

来てみて福井けいりん特区 ・競輪場の入場料の無料化

ふくい美観風致維持特区 ・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象拡大
・特例の全国化済
・福井市の一部
・同一計画の区域（注３）

わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

福井

九頭竜川下流

光明寺用水、芝原用水、新江用水、十郷用水の４用
水があり、 古くは平安時代に改作され、かんがい
用水や上水として利用された。現在も3,500haの
農地をかんがいする重要な用水である。

足羽川用水

槇山地区の街並みを流れる本用水は、農業用水であ
るとともに、古くは荘園の時代から生活用水として
も利用されてきた。近年、地域ぐるみでの水環境整
備により、かつての清流がよみがえり、安らぎのあ
る生活を提供している。

福井・美山しあわせの道ネッ
トワーク化計画

・道整備交付金

住みたい、澄ませたい福井再
生計画

・汚水処理施設整備交付金

暮らし彩りの郷計画 ・汚水処理施設整備交付金
・福井市の一部（旧美
山町）

ものづくり
関西フロントランナープロ
ジェクト（旧・ものづくり元
気企業支援プロジェクト)

精密フラットパネル材料ドライエッチング加工
装置の開発

ふくい福祉サービス充実特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

ふくい幼稚園入園年齢緩和特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

ふくい美観風致維持特区 ・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象拡大
・特例の全国化済
・敦賀市の一部
・同一計画の区域（注３）

わたしの旅
２０世紀初頭、外国人建築家
が見た日本をめぐる旅

敦賀港 特別賞

構造改革特区

地域再生

構造改革特区

疏水百選

地域再生

福井県

福井市

敦賀市
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福井県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

縄文の時代を尋ねて 敦賀市

悠久の時を超えて人を魅了す
る歴史遺産と美食の郷

氣比神宮、晴明神社、ヤマトタカハシ昆布館、
敦賀トンネル温泉

万葉の旅 手結が浦、敦賀市（気比神社）、愛発の関 特別賞

松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

金崎宮

わが国最古の鉄道物流ルート
を行く

柳ヶ瀬街道、小刀根隧道、敦賀港駅

地域再生
敦賀市「清らかな水環境の再
生」計画

・汚水処理施設整備交付金

悠久の時を超えて人を魅了す
る歴史遺産と美食の郷

空印寺、明通寺、神宮寺

万葉の旅 若狭路、越前国府 特別賞

若狭と湖北の歴史・文化・まち
づくり　ほっとやすらぎの旅

明通寺、泉町（鯖街道の起点）

「食祭海道　若狭路」　交流
ネットワーク推進計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（お
おい町）

「御食国若狭おばま」水環境
保全計画

・汚水処理施設整備交付金

立ち上がる農山漁村 小浜市
「御食国」若狭おばまの伝統、｢食」を中心に
据えた「食のまちづくり」

平成１７年度選定

ふくい福祉サービス充実特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

ふくい幼稚園入園年齢緩和特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

ふくい美観風致維持特区 ・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象拡大
・特例の全国化済
・大野市の一部
・同一計画の区域（注３）

奥越自然の交流基盤整備推進計画 ・道整備交付金

九頭竜の源流と城下町のうる
おい活力回復計画

・汚水処理施設整備交付金

勝山市 地域再生
ふるさと元気博物館・勝山市
エコミュージアム推進計画

・道整備交付金
・汚水処理施設整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「うるしの里の福井豪雨水害か
らの復興まちづくり活動調査」

・地域住民や子供たちが主体となる伝統産業を通し
た復興まちづくり活動を実施
・うるし産業や工房、町並み等の歴史の変遷を災害
時点までの調査で辿りマップ化
・子供うるし職人塾や学生・漆器職人のデザイン
セッションによる伝統産業の復興を計画

ふくい福祉サービス充実特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

ふくい美観風致維持特区 ・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象拡大
・特例の全国化済
・鯖江市の一部
・同一計画の区域（注３）

わたしの旅 ”Jａｐａｎ”を訪ねる旅 越前漆器伝統産業会館 大賞

観光資源の連携・活用による
まちの活性化計画

・道整備交付金
・鯖江市の一部（東部地
区）

エコシティーさばえ創生計画 ・汚水処理施設整備交付金

都市再生

全国都市再生モデル調査
「生活観光の実現に向けて｢ｱｰﾄ
で結ぶあわら温泉街~丘陵地~北
潟湖の地域資源｣」

・地域資源やアートを身近な生活空間へ取り入
れる活動や回遊型のまちづくりを展開
・持続的な推進・運営の仕組みづくり

18年度採択分

構造改革特区 ふくい福祉サービス充実特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

構造改革特区

地域再生

構造改革特区

地域再生

わたしの旅

わたしの旅

地域再生

小浜市

大野市

鯖江市

あわら市

敦賀市
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福井県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

あわら・坂井いきいき福祉輸
送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用
・同一計画の区域（坂
井市の一部（旧春江
町、旧坂井町））

あわら市幼児教育推進特区 ・幼稚園児と保育所児の合同活動
・特例の全国化済
・あわら市の一部（旧
芦原町）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「住み心地のよい、ものづくり
が元気な「神と紙の郷」づく
り」

・伝統産業での里づくりの活性化を進める全国
の町や村との経験交流
・来訪者が参画した活動による計画づくり
・区民と来訪者とのふれあい、交流、もてなし
の場づくり

ふくい幼稚園入園年齢緩和特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・越前市の一部（旧武生
市）
・同一計画の区域（注２）

ふくい美観風致維持特区 ・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象拡大

・特例の全国化済
・越前市の一部（旧武生市
の一部）
・同一計画の区域（注３）

福井型エコ・グリーンツーリ
ズム推進特区

・農家民宿における簡易な消防設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・越前市の一部（旧今立町）
・同一計画の区域（若狭町
の一部（旧上中町））

世界文化遺産白川郷と日本の
匠の技を訪ねる旅

越前今立（卯立工芸館） 特別賞

万葉の旅 味真野（越前の里） 特別賞

めだかの住める水辺環境再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

越前「産業の森づくり」プラン ・日本政策投資銀行の低利融資等

あわら・坂井いきいき福祉輸
送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用
・坂井市の一部（旧春江
町、旧坂井町）
・同一計画の区域（あわら町）

人と人・ぬくもりあふれる丸
岡特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・坂井市の一部（旧丸
岡町）

疏水百選 九頭竜川下流

光明寺用水、芝原用水、新江用水、十郷用水の４用
水があり、 古くは平安時代に改作され、かんがい
用水や上水として利用された。現在も3,500haの
農地をかんがいする重要な用水である。

わたしの旅 万葉の旅 永平寺 特別賞

疏水百選 九頭竜川下流

光明寺用水、芝原用水、新江用水、十郷用水の４用
水があり、 古くは平安時代に改作され、かんがい
用水や上水として利用された。現在も3,500haの
農地をかんがいする重要な用水である。

南越前町 わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

今庄

美浜町 地域再生
若狭みはま「美しい水の郷」
再生計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「空き民宿復活･活用実現化業務」

・既存ストックである休業状態の民宿を活用
・観光地としての活気創出や新規事業者の誘致を企図 18年度採択分

地域再生
港湾・漁港連携による内浦湾
活性化計画

・港整備交付金
・高浜町の一部（内浦
港及び上瀬漁港）

地域再生
「食祭海道　若狭路」　交流
ネットワーク推進計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（小
浜市）

立ち上がる農山漁村 第三セクター（株）名田庄商会 特産品の販売による村おこし 平成１６年度選定

都市再生
全国都市再生モデル調査
「住民と大学との協働による鯖
街道熊川宿活性化ﾓﾃﾞﾙ調査」

・「林業」「ツーリズム」「食」をテーマに、
まちづくりの担い手を多く輩出できるプログラ
ムを検討
・地域資源である鯖街道熊川宿の活性化を企図

18年度採択分

構造改革特区
福井型エコ・グリーンツーリ
ズム推進特区

・農家民宿における簡易な消防設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・同一計画の区域（若狭
町の一部（旧上中町））

わたしの旅 縄文の時代を尋ねて 若狭三方縄文博物館、鳥浜貝塚

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

わたしの旅

地域再生

高浜町

おおい町

若狭町

あわら市

越前市

坂井市

永平寺町
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福井県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

悠久の時を超えて人を魅了す
る歴史遺産と美食の郷

三方石観世音、熊川宿

若狭と湖北の歴史・文化・まち
づくり　ほっとやすらぎの旅

熊川宿（番所、宿場館、旧逸見勘兵衛家）

地域再生 若狭町エコ・ルネサンス推進計画

・地域再生支援のための「特定地域プロジェク
トチーム」の編成
・地域再生に資する民間プロジェクトに対する
課税の特例
・日本政策投資銀行の低利融資等

同一計画の区域

（注１）福井市の一部（旧福井市、旧美山町）、敦賀市、大野市、鯖江市、あわら市

（注２）福井市、敦賀市、大野市、越前市の一部（旧武生市）

（注３）福井市、敦賀市、大野市、鯖江市、越前市の一部（旧武生市）の各市の一部

わたしの旅

若狭町
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山梨県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

全国都市再生モデル調査
「都市農山村交流による観光
立県やまなしのモデル調査開
発」

・都市農山村交流を活発にするため、地域資源
の発掘、再評価を実施 　　　　　　　　　　　
　　　　・未利用資源を活用した開発事業モデ
ルの構築　　　・空き家バンク、農家民泊、
ワーキングホリディ等のソフトを開発。

全国都市再生モデル調査
「単位互換による学生の大学
間移動を起点としたまちづく
り事業化方策の検討」

・大学間の移動を契機として公共交通機関の再
編を企図 　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　・中心市街地への住民の関心を高め
る方策を検討

18年度採択分

構造改革特区
山梨県福祉有償運送セダン型
車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

・山梨県の一部（山梨
県全域のうち早川町、
芦川村、小菅村、丹波
山村を除く地域）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「「歴史と文化を感じさせる
街並み景観形成」調査」

・景観軸の整備
・甲府城の演出
・たまりの場の整備
・まちづくり交付金採択（17年度）（甲府駅周
辺地区）

国際交流型公共政策拠点形成
特区

・夜間大学院における留学生の受入れ ・特例の全国化済

体験活動教育特区 ・高等学校等における校外学習の認定単位数の拡大

・特例の全国化済
・甲府市の一部(駿台甲
府高等学校通信制課
程）

ワイン産業振興特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済
・甲府市の一部（旧中
道町）
・同一計画の区域（注１）

わたしの旅 万葉の旅 善光寺 特別賞

疏水百選 差出堰
桃、ブドウを主とした樹園地のかんがい用水の
他、市街地の防火、維持用水としてなくてはな
らない地域用水である。

富士の国やまなし山梨中北部
エリア地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注２）

山梨県ワイン人材活性化計画
・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注６）

構造改革特区 幼稚園入園事業特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

わたしの旅 富士山の文化を訪ねる旅
富士山レーダードーム館、北口本宮富士浅間神
社、吉田の火祭り

富士吉田市「美しい富士の
里」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

富士の国やまなし富士東部エ
リア地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

構造改革特区 つるアグリビジネス推進特区

・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

富士の国やまなし富士東部エ
リア地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

都留市「若あゆ育む清流」再
生計画

・汚水処理施設整備交付金

山梨市 構造改革特区 ワイン産業振興特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

山梨県

甲府市

富士吉田市

都留市

都市再生

構造改革特区

地域再生

地域再生

地域再生
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山梨県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 山梨市農地いきいき特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・山梨市の一部（笛吹
川右岸区域）

わたしの旅
甲州の歴史と文化を再発見す
る旅

甘草屋敷、笛吹川フルーツ公園

疏水百選 差出堰
桃、ブドウを主とした樹園地のかんがい用水の
他、市街地の防火、維持用水としてなくてはな
らない地域用水である。

山梨県ワイン人材活性化計画
・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注６）

富士の国やまなし峡東エリア
地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注４）

山梨市牧丘町（うるおいをとり
もどすまちづくり）再生計画

・汚水処理施設整備交付金
・山梨市の一部（旧牧
丘町）

構造改革特区 大月エコの里特区
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認

・特例の全国化済
・大月市の一部（富浜
町鳥沢地内中野・山谷
地区）

地域再生
富士の国やまなし富士東部エ
リア地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

富士の国やまなし山梨中北部
エリア地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注２）

韮崎市｢武田の里｣快適なまち
づくり計画

・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区
南アルプス市農地有効利用活
性化特区

・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・南アルプス市の一部
（旧御影村六科地区、
旧巨摩町飯野地区、旧
百田村百々地区、旧源
村、旧芦安村、旧小笠
原町、旧榊村、旧野之
瀬村、旧落合村、旧大
井村）

富士の国やまなし山梨中北部
エリア地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注２）

「自然と共生する南アルプ
ス」創生計画

・汚水処理施設整備交付金

増富地域交流振興特区

・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認
・国立、国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化

・特例の全国化済
・北杜市の一部（旧増
富村）

こぶちさわアグリルネッサン
ス特区

・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認　
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・北杜市の一部（旧小
淵沢町）

わたしの旅 日本の絵本美術館を訪ねて
小淵の森フィリア美術館、小淵沢絵本美術館、
くんぺい童話館、えほん村、絵本の樹美術館、
黒井健絵本ハウス、えほんミュージアム清里

疏水百選 村山六ヶ村堰疏水

八ヶ岳の広大な南麓に広がる旧村山北割村、村
山西割村、村山東割村，蔵原村、小池村、堤村
の六ヶ村の灌漑用水、生活用水として開削され
た堰である。

富士の国やまなし山梨中北部
エリア地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注２）

「人と自然が躍動する環境創
造都市 北杜市」生活環境向上
計画

・汚水処理施設整備交付金
・北杜市の一部（旧北
杜市）

山梨市

大月市

韮崎市

南アルプス市

北杜市

地域再生

地域再生

地域再生

構造改革特区

地域再生
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山梨県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

地域再生
北杜市小淵沢町田園環境整備
計画

・汚水処理施設整備交付金
・北杜市の一部（旧小
淵沢町）

ものづくり
地域新生コンソーシアム研究
開発事業

・水溶液法を用いた高機能セラミックス薄膜を
形成させる製膜技術を開発。反射防止膜付きの
プラスチック製メガネレンズの表面に親水性で
機械的強度に優れた薄膜を形成させることで、
恒久的な防曇効果を維持。

甲斐市 地域再生
富士の国やまなし山梨中北部
エリア地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注２）

構造改革特区 ワイン産業振興特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

わたしの旅
甲州の歴史と文化を再発見す
る旅

山梨県立博物館、姥塚古墳、甲斐国分寺跡、国
分尼寺跡、石和温泉

疏水百選 差出堰
桃、ブドウを主とした樹園地のかんがい用水の
他、市街地の防火、維持用水としてなくてはな
らない地域用水である。

富士の国やまなし峡東エリア
地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注４）

笛吹市「清流の里」再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

富士の国やまなし富士東部エ
リア地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

上野原市「快適な暮らしのあ
るまちづくり」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 ワイン産業振興特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

わたしの旅
甲州の歴史と文化を再発見す
る旅

大善寺、勝沼氏館跡、ぶどうの丘レストラン、
メルシャンワイン資料館

甲州市「安」「禅」「山」
「水」・ふるさと再生計画

・汚水処理施設整備交付金
・甲州市の一部（旧塩
山市）

山梨県ワイン人材活性化計画
・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

・同一計画の区域（注６）

富士の国やまなし峡東エリア
地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注４）

地域再生
富士の国やまなし山梨中北部
エリア地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注２）

構造改革特区 ワイン産業振興特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済
・中央市の一部（旧豊
富村）
・同一計画の区域（注１）

ものづくり
地域新生コンソーシアム
　研究開発事業

新素材（タンタル酸リチウム単結晶）を用いた
高品質の電気信号デバイスを開発。

構造改革特区 ワイン産業振興特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

地域再生
富士の国やまなし峡東エリア
地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注４）

北杜市

笛吹市

上野原市

甲州市

中央市

芦川村

地域再生

地域再生

地域再生
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山梨県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生

全国都市再生モデル調査
「｢ふるさと資産｣(書･和紙･
花火･水路網等)を生かしたま
ちづくり推進調査」

・和紙と書などを生かした中央通りの活性化と
通行改善実験
・水路、蔵など地元資源を活用した市川らしさ
の環境デザイン作成
・まちづくり拠点でのイベントの展開等による
まちづくり活動の推進
・まちづくり交付金採択（17年度）（市川大門
町富士見地区）

構造改革特区 六郷町幼保一元化特区 ・幼稚園児と保育所児の合同活動
・特例の全国化済
・市川三郷町の一部
（旧六郷町）

富士の国やまなし峡南エリア
地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注５）

市川三郷町「自然と調和のと
れたまち」清流再生計画

・汚水処理施設整備交付金
・農林水産関係補助対象施設の有効活用
・公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除

・市川三郷町の一部
（旧六郷町）

富士の国やまなし峡南エリア
地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注５）

日出づる郷・増穂「安全で快
適な環境のまちづくり」計画

・汚水処理施設整備交付金

鰍沢町 地域再生
富士の国やまなし峡南エリア
地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注５）

早川町 地域再生
富士の国やまなし峡南エリア
地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注５）

富士の国やまなし峡南エリア
地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注５）

身延町「日蓮聖人とみのぶゆ
ばの里」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

南部町 地域再生
富士の国やまなし峡南エリア
地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注５）

昭和町 地域再生
富士の国やまなし山梨中北部
エリア地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注２）

道志村 地域再生
富士の国やまなし富士東部エ
リア地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

西桂町 地域再生
富士の国やまなし富士東部エ
リア地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

忍野村 地域再生
富士の国やまなし富士東部エ
リア地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

構造改革特区 山中湖観光農業推進特区
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認

・特例の全国化済

地域再生
富士の国やまなし富士東部エ
リア地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

鳴沢村 地域再生
富士の国やまなし富士東部エ
リア地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

国際競争力のあ
る観光地づくり

富士河口湖町外客来訪促進観
光振興事業

観光ルネサンス事業
（まちづくり交付金と連携）

わたしの旅 富士山の文化を訪ねる旅 御坂峠天下茶屋、富士山五合目

地域再生
富士の国やまなし富士東部エ
リア地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

市川三郷町

増穂町

身延町

山中湖村

富士河口湖町

地域再生

地域再生

地域再生
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山梨県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

富士河口湖町 地域再生

富士山と湖と高原のまち、富
士河口湖
～豊かな自然環境を活かした
地域再生計画～

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援
・地域再生支援のための「特定地域プロジェク
トチーム」の編成
・汚水処理施設整備交付金

小菅村 地域再生
富士の国やまなし富士東部エ
リア地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

丹波山村 地域再生
富士の国やまなし富士東部エ
リア地域再生計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

同一計画の区域

（注１）甲府市の一部（旧中道町）、山梨市、笛吹市、甲州市、中央市の一部（旧豊富村）、芦川村

（注２）甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町

（注３）富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

（注４）山梨市、笛吹市、甲州市、芦川村

（注５）市川三郷町、増穂町、鰍沢町、早川町、身延町、南部町

（注６）甲府市、山梨市、甲州市
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長野県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生プロジェクト
「大都市圏におけるゴミゼロ
型都市への再構築」

大都市圏において廃棄物の発生抑制､資源としての
再使用､再利用を進め､資源循環の｢環｣を形成

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境イ
ンフラの再生（海の再生）」

水質汚濁が慢性化している大都市圏の｢海｣の再生

構造改革特区
長野県農業大学校ガイダンス
特区

・農業大学校における無料職業紹介事業実施の
容易化

・特例の全国化済

ものづくり研究開発促進特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

信州豊野ぬくもり特区
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和

・特例の全国化済
・長野市の一部（旧豊
野町）

満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・長野市の一部（旧長
野市）
・同一計画の区域（注２）

小規模校いきいき教育特区 ・市町村負担教職員任用の容認 ・特例の全国化済

長野市インターネットアカデ
ミック特区

・校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置
・インターネット大学における校舎等施設要件
の弾力化

・申し出による計画取消

長野市地域力活用教育特区 ・校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置

忍者を知る旅 戸隠流忍法資料館、チビッコ忍者村

歴史あり、文化あり、芸術あ
り、温泉あり「信州の風土をと
おして心の安らぎを求める旅」

善光寺、長野県信濃美術館、東山魁夷館、北野
美術館

疏水百選 善光寺平用水

長野市西部を流れる裾花川と犀川から取水し、
市街地を通過してから受益地に至る。市街地と
しては、珍しくホタルが大量に発生することか
ら、水路の保護活動に地元小学校、地域住民が
参加している。

戸隠地区再生計画 ・道整備交付金
・長野市の一部（旧戸
隠村）

「自然とふれあう」清流再生
計画

・汚水処理施設整備交付金

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
中央通りを歩行者優先道路とし、住む人々に
とっては誇りと愛着を感じ、訪れる人々にとっ
ても快適で楽しいみちとなるよう整備する。

長野地区

がんばる商店街77選 ㈱まちづくり長野
緊急性のある地域、事業を優先し、活性化へ行
政・ＴＭＯが協働。活性化計画事業の具現化に
行政・ＴＭＯが動けば民間が動く

　

都市再生
全国都市再生モデル調査
「「新たな土地利用マネジメ
ント」調査事業」

・合併自治体の開発方針の調整、既存のまちづ
くり条例による効果を検証
・質の高い都市空間と美しい里山の保全・再生
の方針づくりを検討。

松本市等

松本市梓川地域活性化特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済
・松本市の一部（旧梓
川村）

ものづくり研究開発促進特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

長野県

長野市

松本市

都市再生

構造改革特区

わたしの旅

地域再生

構造改革特区
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長野県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

選べる障害福祉サービスまつ
もと特区

・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定 ・特例の全国化済

学都松本英語教育特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

松本市ＩＣＴ人材育成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

「水清きアルプスと城のまち
松本」計画

・汚水処理施設整備交付金

観光に磨きをかけるまちづくり
計画～美ヶ原から槍ヶ岳までの
観光資源の活用と有機的ネット
ワーク化～

・道整備交付金

立ち上がる農山漁村 四賀村 全国に先駆けたクラインガルデン 平成１６年度選定

都市再生

全国都市再生モデル調査
「別所温泉地区の活性化と別
所線(鉄路)の観光利用に関する
調査」

・上田市全体の地域資源の観光利用方策の検討
・上田市における観光動向、鉄路利用状況の把握
・上田市内の鉄路利用による観光振興の検討

上田市の産業を支えるＩＴ人
材育成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

・上田市の一部（旧上
田市）

ものづくり研究開発促進特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・上田市の一部（旧上
田市、旧丸子町）
・同一計画の区域（注１）

上田市地域分散型サテライト
特区

・サテライト型特別養護老人ホームの設置の容認
・特例の全国化済
・上田市の一部（旧真
田町）

信州国際物流特区 ・保税蔵置場設置基準の弾力化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注３）

満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認

・上田市の一部（旧上
田市、旧丸子町、旧真
田町）
・同一計画の区域（注２）

上田市福祉輸送セダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

上田市コミュニティー教育・
交流特区

・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置

歴史あり、文化あり、芸術あ
り、温泉あり「信州の風土をと
おして心の安らぎを求める旅」

信濃国分寺史跡、生島足島神社、信濃デッサン館、
無言館、前山寺三重塔、中善寺薬師堂、別所温泉
（柏屋別荘）、北向観音、安楽寺八角三重塔、常楽
寺石造多宝塔、上田城、上田市立博物館、山本鼎記
念館、石井鶴三美術館

万葉の旅 信濃国分寺跡 特別賞

岡谷市 都市再生
全国都市再生モデル調査
「岡谷駅周辺地区の効果的な
活性化調査」

・市民・商業者参画のワークショップによる駅
周辺地区活性化の検討
・大型店撤退後の空店舗を活用した集客事業の
試行的実施
・実証実験及びマーケッティングの成果分析に
よる活性化方策の検討

松本市

上田市

構造改革特区

地域再生

構造改革特区

わたしの旅
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長野県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

ものづくり研究開発促進特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

わたしの旅 日本の絵本美術館を訪ねて
日本童画美術館　イルフ童画館、小さな絵本美
術館

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

環境共生まちづくり

全国都市再生モデル調査
「天竜峡エコバレープロジェク
トにかかわるマスターアーキテ
クトによるまちづくりとエネル
ギー自立型水素活用コミュニ
ティモデル調査」

・治水対策事業で創出されたエリアの一体的な
土地利用と地域振興
・環境と調和した産業・都市・コミュニティづ
くりの形成
・オープンで全員参加型の新しいまちづくりと
漸進的なまちづくり

全国都市再生モデル調査
「農村部高齢者と市街地高齢者
の連携によるｺﾐｭﾆﾃｨﾌｰﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ
の事業化と､飯田版･高齢者生き
甲斐住宅の建設企画調査」

・街なか居住を促す高齢者生き甲斐住宅の建設
企画ソフトを提案する
・街なかのコミュニティを再生する活動メ
ニューのアイデアを提起
・高齢者の都市・農村連携事業を提案する
・まちづくり交付金採択（18年度）（丸山羽場
第二地区）

全国都市再生モデル調査
「市民ﾌｧﾝﾄﾞ活用型PFI手法に
よる公営住宅の建替え」

・市民ファンドとＰＦＩ事業を組み合わせたス
キーム構築
・省エネ、自然エネルギー技術の導入

18年度採択分

ものづくり研究開発促進特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

飯田市福祉有償運送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

南信州グリーン・ツーリズム
特区

・農家民宿における簡易な消防設備等の容認
・農家民宿等における濁酒製造免許の要件緩和
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

国際競争力のあ
る観光地づくり

井上弘司塾（平成16年10月
20日(水)～22日(金)開催）

観光カリスマ塾

わたしの旅
初来日した米国系夫妻を私の
故郷の祭りと郷土芸能に案内
しよう

天竜峡、飯田市美術博物館、飯田市文化会館、
飯田市考古資料館、水引工芸館

「交流による心豊かな飯田
市」郷（さと）づくり計画

・道整備交付金
・飯田市の一部（旧南
信濃村）

飯田市上村緑の回廊計画 ・道整備交付金
・飯田市の一部（旧上
村）

「豊かな自然を守り、地域産
業を育むまち飯田」計画

・道整備交付金

「水清らかな美しいまち飯
田」計画

・汚水処理施設整備交付金

がんばる商店街77選 ㈱飯田まちづくりカンパニー
街の機能再編、定住人口の増加、商業の活性化
等による特色あるまちづくりを展開

　

岡谷市

飯田市

構造改革特区

都市再生

構造改革特区

地域再生
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長野県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生
全国都市再生モデル調査
「ものづくりによるまちの再生
｢ものづくりﾒｯｾ諏訪構想｣」

・東洋バルブ跡地の活用策
・JR上諏訪駅周辺中心市街地のまちづくりに対
する提言
・市内中心部を年間を通じて人が集うメッセ会
場として活用

ものづくり研究開発促進特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

地域再生
ものづくりメッセ諏訪構想に
基づく諏訪地域再生計画

・地域再生に資する民間プロジェクトに対する
課税の特例
・日本政策投資銀行の低利融資等

ものづくり研究開発促進特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「｢詩情｣をﾃｰﾏにした風景づく
りと｢ｽｹｯﾁの旅｣観光おこしﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ」

・地域に存する「絵になる風景」を発掘
・コミュニティビジネスの展開と、地元の受入
体制（＝ホスピタリティ）の整備を推進

18年度採択分

ものづくり研究開発促進特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

地域再生
小諸市「浅間山麓に広がる古
城のほとり・千曲の清流」再
生計画

・汚水処理施設整備交付金

伊那市における福祉有償運送
使用車両の拡大特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用
・伊那市の一部（旧伊
那市）

信州高遠花いっぱい特区
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認

・特例の全国化済
・伊那市の一部（旧高
遠町）

信州国際物流特区 ・保税蔵置場設置基準の弾力化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注３）

ものづくり研究開発促進特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

水と緑がにあうまち再生計画
・道整備交付金
・汚水処理施設整備交付金
・目的別・機能別交付金総合実施制度

・伊那市の一部（旧伊
那市）

交流安心満足南アルプスの村
づくり計画

・道整備交付金
・伊那市の一部（旧長
谷村）

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
商業集積と自然環境を生かしつつ、生活の利便
性や楽しみを身近に感じ、商業・居住・文化・
交通・アメニティ機能を充実すさせる。

諏訪市

須坂市

小諸市

伊那市

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

地域再生
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長野県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

駒ヶ根市子ども行政の一元化
特区

・保育事務の教育委員会への委任 ・特例の全国化済

信州国際物流特区 ・保税蔵置場設置基準の弾力化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注３）

ものづくり研究開発促進特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

わたしの旅
初来日した米国系夫妻を私の
故郷の祭りと郷土芸能に案内
しよう

光前寺、安楽寺、菅の台、しらび平、千畳敷
カール、早太郎温泉郷

地域再生
「アルプスがふたつ映えるま
ち駒ヶ根」水環境再生計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生

全国都市再生モデル調査
「地域ｺﾐｭﾆﾃｨ再生型ｺｰﾎﾟﾗﾃｨﾌﾞ住
宅導入による多世代まちなか居
住ﾓﾃﾞﾙ事業の構築と実践に向け
た提案」

・地権者参加型のコーポラティブ住宅を建設
・高齢者世帯が安心して居住できる終身賃貸型
グループリビングとの組み合わせ

18年度採択分

北信地域福祉輸送セダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注４）

信州中野ふるさと交流特区
・農家民宿における簡易な消防設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・中野市の一部（旧中
野市）

満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・中野市の一部（旧中
野市）
・同一計画の区域（注２）

疏水百選 八ヶ郷用水

八ヶ郷は、古くから夜間瀬川中野扇状地に発達
した郷村による水利共同体である。用水は中野
市の肥沃な農地を潤す大切な水となり、「地域
住民にとって水の意識の変革」をもたらした。

満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・大町市の一部（旧更
埴市、旧戸倉町）
・同一計画の区域（注２）

大町市どぶろく特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

地域再生
大町市「北アルプス山麓　仁
科の里」水環境再生計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「飯山市周辺の新たなツーリ
ズム開発による都市活性化」

・地域の自然と文化を愛する真のエコツーリズ
ムで地域再生
・県境を越えた官・民・産・学の連携で広域活
性化
・観光と自然環境保護の新たな取組みとしての
情報発信
・まちづくり交付金採択（17年度）（飯山中心
市街地地区）

飯山市等

北信地域福祉輸送セダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注４）

満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

地域再生
地域資源（森林・温泉・食
農）を活かした健康増進型の
観光による地域再生

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

駒ヶ根市

中野市

大町市

飯山市

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区
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長野県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

茅野市 構造改革特区 ものづくり研究開発促進特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・塩尻市の一部（旧塩
尻市）
・同一計画の区域（注２）

ものづくり研究開発促進特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

わたしの旅
分水嶺を越えて、古い町並み
ジグザグ紀行

塩尻市奈良井（重要伝統的建造物群保存地区） 特別賞

塩尻市「自立と創造の田園都
市づくり」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

人・文化・情報のゆきかう
地域活性化計画

・日本政策投資銀行の低利融資等
・国民生活金融公庫の「新創業融資制度」の要
件緩和

浅科故郷づくり特区 ・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・特例の全国化済
・佐久市の一部(旧浅科
村）

コスモス街道ふるさと農園特区 ・市民農園の開設者の範囲の拡大
・特例の全国化済
・佐久市の一部（旧内
山村）

ものづくり研究開発促進特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

疏水百選 五郎兵衛用水

17世紀の始めに、現在の佐久市浅科の不毛の原
野を水田開発するために築いた用水。 今では佐
久市だけでなく、東御市、小諸市の一部までを
潤す大切な用水となっている。

地域再生
自然と共に生きる快適環境創
出のみち整備計画

・道整備交付金

構造改革特区
満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・千曲市の一部（旧更
埴市、旧戸倉町）
・同一計画の区域（注２）

“生き生き千曲”まちづくり
計画

・道整備交付金

千曲川に月や花が映える、共
生と交流の都市再生計画

・汚水処理施設整備交付金

東御市 構造改革特区 信州国際物流特区 ・保税蔵置場設置基準の弾力化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注３）

ものづくり研究開発促進特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・安曇野市の一部（旧
豊科町）
・同一計画の区域（注１）

安曇野市障害者支援特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・安曇野市の一部（旧
豊科町）

塩尻市

佐久市

千曲市

安曇野市

構造改革特区

地域再生

構造改革特区

地域再生

構造改革特区
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長野県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・安曇野市の一部（旧
豊科町）
・同一計画の区域（注２）

安曇野福祉輸送セダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

わたしの旅 日本の絵本美術館を訪ねて
安曇野絵本館、絵本美術館＆コテージ　森のお
うち

疏水百選 拾ヶ堰

複合扇状地帯の中央を等高線に沿って横切っ
た、総延長約１５Kmの安曇野一の大水路であ
り、安曇野の用水供給源としての役割を担って
いる。

ほたか「たくましく活力ある
まちづくり」計画

・道整備交付金
・安曇野市の一部（旧
穂高町）

美しい水の恵みのまち ・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 小海町福祉輸送特区 ・NPOボランティア輸送によるセダン車の使用

地域再生
ふるさと「八ヶ岳」観光ルー
ト再生計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（南
牧村）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「首都圏４市と連携した体
験・交流促進事業の推進と公
社の自立に関する調査」

・地場産業や環境に対する農林業の役割や水資
源の確保等に対する理解の深化
・首都圏の自治体と連携し交流機会を拡充
・自然学習型の交流・体験メニューを開発。

構造改革特区 川上村福祉有償運送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

南牧こまやか教育特区 ・市町村負担教職員任用の容認 ・特例の全国化済

南牧村福祉有償運送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

地域再生
ふるさと「八ヶ岳」観光ルー
ト再生計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（小
海町）

北佐久郡 ものづくり
地域新生コンソーシアム研究
開発事業

・燃費、排ガス改善用の高温対応型の燃焼圧セ
ンサーを研究開発。高温耐久性に優れ、従来の
１／１００以下と極めて低価格、小型なので、
市販車に搭載可能であり、排ガスのクリーン化
や、燃費の向上対策を行うエンジンメーカーな
どが使用。

全国都市再生モデル調査
「別荘地内の未利用地の再生
に係る景観･環境形成ﾓﾃﾞﾙ調
査事業」

・「軽井沢再生委員会」を立ち上げる。
・「軽井沢再生委員会」が国有地の競売委託を
請け負う。
・競売の前に「軽井沢再生委員会」が事前審査
を行う。

全国都市再生モデル調査
「国際親善文化観光都市
「KARUIZAWA」の顔づく
り」

・まちなみやまちづくりに高度な知見と経験を
有する「マスターアーキテクト」を導入
・まち全体として調和のとれた景観像の策定と
その整備手法等を検討

構造改革特区
満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

２０世紀初頭、外国人建築家
が見た日本をめぐる旅

星野リゾート、ペイネ美術館、聖パウロカト
リック教会

特別賞

万葉の旅 軽井沢町 特別賞

日本の絵本美術館を訪ねて
軽井沢絵本の森美術館、ペイネ美術館（軽井沢
タリアセン内）

地域再生
環境負荷を低減する水環境再
生計画

・汚水処理施設整備交付金

ものづくり研究開発促進特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

安曇野市

御代田町

小海町

川上村

南牧村

軽井沢町

構造改革特区

地域再生

構造改革特区

都市再生

わたしの旅

構造改革特区
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長野県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

御代田町 地域再生
御代田町「水と緑のまち」再
生計画

・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 都市農村交流空間創造特区 ・農業生産法人による農家民宿の経営容認 ・特例の全国化済

疏水百選 塩沢堰

塩沢堰やかん水施設の整備により、良質米栽
培・りんご栽培の規模拡大が可能となり里の農
業地域は大きく発展した。また疏水によって貯
えられた女神湖には年間200万人の観光客が訪
れ、地域繁栄の礎となっている。

青木村 構造改革特区 青木村都市農村交流特区 ・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

ながと有害鳥獣被害防止特区
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認

・長和町の一部（旧長
門町）

長和町福祉有償運送セダン型
車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

地域再生 耀くいなか　長和町 ・道整備交付金
・長和町の一部（旧和
田村）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「匠の街しもすわあきないプ
ロジェクト」

・活動のネットワーク拠点として空き店舗への
工房型ショップの設置
・伝統的な繭蔵を使用したクラフト型イベント
などの実施
・商店街の空き店舗へ、職人型ものづくりをし
たい起業者を誘致

ものづくり研究開発促進特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

英語教育推進特区
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

わたしの旅 日本の絵本美術館を訪ねて 下諏訪温泉

富士見町 構造改革特区 ものづくり研究開発促進特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

ものづくり研究開発促進特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

辰野町 構造改革特区
満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

箕輪町 地域再生
人・地域が輝き　創造と活力
あふれる箕輪町計画

・農林水産関係補助対象施設の有効活用

飯島町 地域再生
飯島町水と自然に恵まれたま
ちづくり計画

・汚水処理施設整備交付金

信州国際物流特区 ・保税蔵置場設置基準の弾力化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注３）

ものづくり研究開発促進特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

立科町

長和町

下諏訪町

原村

南箕輪村

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区
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長野県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

松川町 構造改革特区
南信州広域連合福祉有償運送
セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注５）

構造改革特区 高森町福祉輸送セダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

わたしの旅
初来日した米国系夫妻を私の
故郷の祭りと郷土芸能に案内
しよう

高森町歴史民俗資料館

地域再生
「美しい自然や景観と人の暮
らしが調和したまち　高森」

・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区
南信州広域連合福祉有償運送
セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注５）

わたしの旅
初来日した米国系夫妻を私の
故郷の祭りと郷土芸能に案内
しよう

阿南町農村文化伝承センター、神を迎える儀式
と盆踊り

地域再生
人も情も行き交いときめくま
ち煌いて阿南づくり計画

・道整備交付金

清内路村 構造改革特区
南信州広域連合福祉有償運送
セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注５）

構造改革特区
南信州広域連合福祉有償運送
セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注５）

わたしの旅
初来日した米国系夫妻を私の
故郷の祭りと郷土芸能に案内
しよう

昼神温泉

平谷村 構造改革特区
南信州広域連合福祉有償運送
セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注５）

構造改革特区
南信州広域連合福祉有償運送
セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注５）

地域再生
都市との共生・対流による地
域再生計画

・道整備交付金

下條村 構造改革特区
南信州広域連合福祉有償運送
セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注５）

南信州広域連合福祉有償運送
セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注５）

売木村ふれあい交流農園特区 ・市民農園の開設者の範囲の拡大 ・特例の全国化済

地域再生
人・自然プラス安心と交流の
地域再生計画

・道整備交付金

地域と一体化したプロジェク
ト教育推進特区

・校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置

天龍村福祉輸送セダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

都市再生

全国都市再生モデル調査
「高齢者協同組合の設立とそ
の運営による共同居住施設の
建設」

・高齢者協同組合（仮称）の社会実験等を実施
・高齢化社会における持続可能な地域づくりの
モデル形成を企図

18年度採択分

構造改革特区
南信州広域連合福祉有償運送
セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注５）

喬木村 構造改革特区
喬木村福祉有償運送セダン型
車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

豊丘村 構造改革特区 豊丘村福祉有償運送セダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

南信州広域連合福祉有償運送
セダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注５）

大鹿村中山間地農業活性化特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済

高森町

阿南町

阿智村

根羽村

売木村

天龍村

泰阜村

大鹿村

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区
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長野県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

わたしの旅
初来日した米国系夫妻を私の
故郷の祭りと郷土芸能に案内
しよう

大鹿夏祭り（盆踊り）、農村歌舞伎、大鹿村中
央構造線博物館、大鹿村郷土資料館ろくべん
館、鹿塩温泉

地域再生
豊かな自然を生かした独自ブ
ランドによる村づくり

・道整備交付金

南木曾町 わたしの旅
分水嶺を越えて、古い町並み
ジグザグ紀行

南木曾町妻籠宿（重要伝統的建造物群保存地
区）

特別賞

大桑村障害者地域ケア特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

切磋琢磨とこまやか学習特区 ・市町村負担教職員任用の容認 ・特例の全国化済

構造改革特区 木曽福島町都市農村交流特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済
・木曽町の一部（旧新
開村）

地域再生
幸せ空間・きそふくしま地域
再生計画

・道整備交付金
・木曽町の一部（旧木
曽福島町）

波田町都市農村交流特区 ・市民農園の開設者の範囲の拡大 ・特例の全国化済

波田町障害児（者）社会参加
促進特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

波田町福祉有償運送セダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

筑北村 構造改革特区 さかい有害鳥獣被害防止特区
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認

・筑北村の一部（旧坂
井村）

松川村 わたしの旅 日本の絵本美術館を訪ねて 安曇野ちひろ美術館

満３歳になる年度当初から幼
稚園に入園できる特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注２）

白馬村どぶろく特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

わたしの旅 塩の道「千国街道」を歩く
猫鼻石仏群、三峰様、小谷村郷土館、源長寺、
三十三番観音、千国番所跡、親坂、牛方宿、百
体観音、栂池高原、姫川温泉、小谷温泉

立ち上がる農山漁村 中谷郷が元気になる会 地域資源最大限活用による都市農村交流 平成１７年度選定

構造改革特区 ものづくり研究開発促進特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

地域再生
坂城町清潔で潤いのある居住
地域再生計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「栗と北斎と花のまち｢おぶせ浪
漫空間｣の実現に向けて」

・幹線道路における通過交通と、生活・観光交
通の輻輳による渋滞
・町の交通網、自転車・歩行者空間、駐車場な
どの交通課題の検討
・「おぶせ浪漫空間」の実現に向けた提言
・まちづくり交付金採択（18年度）（小布施地区）

構造改革特区 信州おぶせ緑のかけ橋特区
・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和

・特例の全国化済

わたしの旅
歴史あり、文化あり、芸術あ
り、温泉あり「信州の風土をと
おして心の安らぎを求める旅」

北斎館、栗の小径、高井鴻山記念館、岩松院、
中島千波館

山ノ内町 構造改革特区 北信地域福祉輸送セダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注４）

大鹿村

大桑村

木曽町

波田町

白馬村

小谷村

坂城町

小布施町

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

121



長野県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区
北信州やまのうち・よって
かっしゃい！農業特区

・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和

・特例の全国化済

わたしの旅
歴史あり、文化あり、芸術あ
り、温泉あり「信州の風土をと
おして心の安らぎを求める旅」

湯田中渋温泉郷（渋高薬師、歴史の宿金具屋）

地域再生
山ノ内町「自然の恵みと生き
る元気創造のまち」再生計画

・汚水処理施設整備交付金
・山ノ内町の一部（南
部地区、須賀川地区）

北信地域福祉輸送セダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注４）

木島平村デイサービス事業バ
リアフリー特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

北信地域福祉輸送セダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注４）

湯の郷・野沢温泉どぶろく特区
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認

信州新町 構造改革特区
信州新町福祉輸送サービスセ
ダン型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

信濃町 地域再生 信濃町水環境再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

都市再生

全国都市再生モデル調査
「大学・学生やNPOと地方自
治体協働による地域再生まち
づくり」全国ネットワーク構
築計画」

・「ネットワーク構築計画」に関する課題の整
理と、具体策の検討
・全国大学・学生によるまちづくり活動の調
査・連携
・各主体が一同に会して、年１回開催する「全
国まちづくり大会」の計画案策定

飯綱町地域住民支援特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認
・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

・飯綱町の一部（旧三
水村）

牟礼村地域活性化特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済
・飯綱町の一部（旧牟
礼村）

北信地域福祉輸送セダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注４）

秘境の里・秋山郷どぶろく特区
・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

同一計画の区域

（注５）松川町、阿南町、清内路村、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、泰阜村、大鹿村

（注１）長野市、松本市、上田市の一部（旧上田市、旧丸子町）、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、茅野市、塩
尻市、佐久市、安曇野市の一部（旧豊科町）、御代田町、下諏訪町、富士見町、原村、南箕輪村、坂城町

（注２）長野市の一部（旧長野市）、松本市、上田市の一部（旧上田市、旧丸子町、旧真田町）、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、
伊那市、駒ヶ根市、中野市の一部（旧中野市）、大町市の一部（旧更埴市、旧戸倉町）、飯山市、塩尻市の一部（旧塩尻市）、佐久市、千曲市
の一部（旧更埴市、旧戸倉町）、安曇野市の一部（旧豊科町）、軽井沢町、御代田町、原村、辰野町、白馬村

（注３）上田市、伊那市、駒ヶ根市、東御市、南箕輪村

（注４）中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村

山ノ内町

木島平村

野沢温泉村

飯綱町

栄村

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区
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場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生プロジェクト
「大都市圏におけるゴミゼロ
型都市の再構築」

中部圏において廃棄物の発生抑制､資源として
の再使用､再利用を進め､資源循環の｢環｣を形成

都市再生プロジェクト
「大都市圏における環状道路
体系の整備」

名古屋圏における環状道路の整備

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境
インフラの再生」

水質汚濁が慢性化している大都市圏の｢海｣の再生

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

高齢者の安心まちづくり

全国都市再生モデル調査
「町衆による現代の「宿（語り
部×空間）」を活用した観光交
流の魅力再構築」

・新たな観光の仕掛けづくりを目指して、イベ
ント、アンケート調査、取材による情報収集・
データーベース化、ガイドブックの作成、魅力
再構築の方策・システム検討を実施。

構造改革特区
岐阜県福祉有償運送セダン型
車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用
・岐阜県の一部（岐阜
県全域のうち多治見市
域を除く地域）

国際競争力のあ
る観光地づくり

「産業『験学』観光」推進プ
ロジェクト

観光地づくりの構想策定
・県下全域
・中京圏

都市再生緊急整備地域
「岐阜駅北･柳ヶ瀬通周辺地
域」(30ha)

○日ﾉ出町2丁目地区(高島屋)について､都市再生
特別地区決定(16.10)
吉野町５丁目東地区第一種市街地再開発事業
（「大岐阜ﾋﾞﾙ」の整備）が完了(17.5)

全国都市再生モデル調査
「金華山･長良川まるごと博
物館」

・自然・歴史・文化等地区資源の掘り起こしと活用
の検討
・市民・行政協働によるまちづくりの検討
・地区への話題性等による、まちづくり意識の向上
・まちづくり交付金採択（16年度）（岐阜市都心
北部地区）

全国都市再生モデル調査
「都心部地域(柳ヶ瀬～JR岐
阜駅～加納地域)再生」

・都市再生市民ワークショップ
・まちなか博士育成セミナー
・景観重要建造物概況調査
・まちづくり交付金採択（17年度）（加納地区）

全国都市再生モデル調査
「柳ヶ瀬地区における潜在的
建替え需要の顕在化」

・魅力的な都心ライフを提案する
・潜在する建替え需要を顕在化させ都心居住の
充実を図る
・集客のための拠点づくり提案を実施。

全国都市再生モデル調査
「大学連携を機軸とする、次の
岐阜づくりに向けた戦略プロ
ジェクト構想」

・ライフサイエンス研究拠点と大学との連携
・「薬草」や「健康」をテーマとした滞在型観光や
市民の学習・交流の場としての活用策を検討

18年度採択分

岐阜市中心商店街再生特区
・中心市街地における商業の活性化（大規模小
売店舗立地法の特例）

・岐阜市の一部（柳ヶ
瀬地区、駅前地区）

スイートバレー・情場形成特区

・公道におけるロボット歩行等実験の許可の円
滑化
・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長

・同一計画の区域（注１）

福祉サービスの向上特区

・肢体不自由児施設等における調理業務の外部
委託の容認
・人員及び設備要件を緩和した単独型児童短期
入所事業所の設置

・特例の全国化済

岐阜発「英語でふるさと自
慢」特区

・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

不登校生徒を対象とした「ぎ
ふ・学びの部屋」特区

・不登校児童生徒対象学校設置に係る教育課程
の弾力化
・市町村負担教職員任用の容認

・特例の全国化済

都市再生

都市再生

構造改革特区

岐阜県

岐阜市
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岐阜県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

岐阜市  人と地球にやさしい
公共交通利用促進特区

・地域参加型の公共交通利用促進計画に基づく
交通規制の実施

・岐阜市の一部（一般国
道２１号、１５６号、主
要地方道岐阜環状線に囲
まれた市街地と岐阜大学
周辺を結ぶ地区）

岐阜市きれい・すっきり簡易
除却モデル特区

・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象
拡大

・特例の全国化済
・岐阜市の一部

岐阜市駐車場運営特区 ・駐車場料金の設定・変更手続きの容易化
・特例の全国化済
・岐阜市の一部（岐阜
駅北地区）

がんばる商店街77選 玉宮通り商店街

まちづくりのための組織を結成し、まちづくり
協定の締結と街並み整備の推進、オープンカ
フェ等の実験的なイベントの開催などによっ
て、まちの再生を図る

　

都市再生
全国都市再生モデル調査
「大垣城を活かした市街地再
整備」

・再開発事業において大垣城を活かすための景観形
成の方針を検討
・地域の活性化に寄与するお城前広場の整備と活用
方策を検討
・まちづくり推進体制のあり方、設立に向けてのプ
ロセスを検討
・まちづくり交付金採択（18年度）（大垣市中心
市街地地区）

スイートバレー・情場形成特
区

・公道におけるロボット歩行等実験の許可の円
滑化
・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長

・同一計画の区域（注１）

水都っ子わくわく英語プラン
特区

・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

大垣市サテライト型特別養護
老人ホーム設置特区

・サテライト型特別養護老人ホームの設置の容認 ・特例の全国化済

大垣市認知症高齢者グループ
ホームの短期利用事業特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済

大垣市ＩＴエキスパート育成
特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

美しいひだ・みの景観特区
・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象
拡大

・特例の全国化済
・大垣市の一部
・同一計画の区域（注１）

ほほえみスタディサポート特区
・ＩＴ等の活用による不登校児童生徒の学習機
会の拡大

・特例の全国化済

大垣市幼保一体化運営特区
・幼稚園児と保育所児の合同活動
・幼稚園と保育所の保育室の共用
・幼稚園の基準面積算定方法の弾力化

・特例の全国化済

わたしの旅
松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

大垣

地域再生
金型関連産業の人材力強化に
よる地域ものづくり基盤再生
構想

・科学技術振興調整費「地域再生人材育成創出
拠点の形成」プログラム

都市再生
全国都市再生モデル調査
「歴史的街並み・まちづくり
（歴史的町並み環境整備）」

・伝統的建造物群保存地区高山市下二之町大新
町の整備方針策定
・住民（町並保存会）との協働
・高山市による各種構想との連動
・まちづくり交付金採択（17年度）（高山市中
心市街地地区）

構造改革特区 高山市荘川ふるさと再生特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・高山市の一部（旧荘
川村）

構造改革特区

構造改革特区

高山市

岐阜市

大垣市
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岐阜県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

臥龍桜の里・一之宮どぶろく
特区

・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・高山市の一部（旧宮
村）

美しいひだ・みの景観特区
・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象
拡大

・特例の全国化済
・高山市の一部
・同一計画の区域（注１）

国府町生き活き農業特区
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認

・特例の全国化済
・高山市の一部（旧国
府町）

国際競争力のあ
る観光地づくり 中国麗江市との交流事業 ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業

平成18年度予定 友好
都市(麗江市)

忍者を知る旅 高山陣屋、飛騨民族考古館、飛騨の里、高山市

分水嶺を越えて、古い町並み
ジグザグ紀行

飛騨高山、高山市三町（重要伝統的建造物群保
存地区）、日下部家住宅、吉島家住宅

特別賞

世界文化遺産白川郷と日本の
匠の技を訪ねる旅

高山祭 特別賞

地域再生 緑豊かな優しいまちづくり計画 ・道整備交付金
・高山市の一部（東部
地区）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「持続可能な地域社会づく
り」

・雇用と地域社会を支える社会参加活動として
の「しごと」づくり
・人口定着対策、まちの風格（誇り）づくり、
安心なまちづくり
・まちづくり交付金採択（18年度）（多治見駅
周辺地区）

多治見福祉有償運送セダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

多治見障害児者デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

美しいひだ・みの景観特区
・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象
拡大

・特例の全国化済
・多治見市の一部
・同一計画の区域（注１）

キキョウ学習特区
・ＩＴ等の活用による不登校児童生徒の学習機
会の拡大

・特例の全国化済

関市 構造改革特区 スイートバレー・情場形成特区

・公道におけるロボット歩行等実験の許可の円
滑化
・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長

・同一計画の区域（注１）

わたしの旅 万葉の旅 神坂峠 特別賞

中津川市における農林再生計画 ・道整備交付金

「豊かな自然ときれいな中津
川をつくります」計画

・汚水処理施設整備交付金

美濃市 構造改革特区 スイートバレー・情場形成特区

・公道におけるロボット歩行等実験の許可の円
滑化
・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長

・同一計画の区域（注１）

幼児教保育特区

・幼稚園児と保育園児の合同活動
・公立保育所における給食の外部搬入
・幼稚園と保育所の保育室の共用
・幼稚園の基準面積算定方法の弾力化

美しいひだ・みの景観特区
・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象
拡大

・特例の全国化済
・瑞浪市の一部
・同一計画の区域（注１）

地域再生

構造改革特区

構造改革特区

わたしの旅

構造改革特区

瑞浪市

高山市

多治見市

中津川市
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場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

ものづくり
地域新生コンソーシアム研究
開発事業

・環境負荷低減型の短時間・均質加熱焼成プロ
セスを開発。マイクロ波焼成の特徴を生かした
陶磁器、大型アルミナセラミックス、非酸化物
系セラミックスの焼成技術を実用化。

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
都市軸公園線街路整備事業等による「まちの中
心」を再生と空き店舗対策事業を活用し、商業
活動に必要な不足業種を誘致

全国都市再生モデル調査
「｢まちなか市民活動市場｣構
想」

・まちなか安心居住の推進
・まちなか市民活動の実践

全国都市再生モデル調査
「新幹線岐阜羽島駅及び名神高
速道路羽島ICを活用した観光・
交流拠点形成促進」

・駅前の観光情報発信基地や県産品等を併設し
たバスターミナルの設置検討
・高速道路を活用した広域バスネットワークに
よる観光ルート等を検討
・まちづくり交付金採択（18年度）（岐阜羽島
新都心地区）

わたしの旅
分水嶺を越えて、古い町並み
ジグザグ紀行

恵那市岩村町本通り（重要伝統的建造物群保存
地区）

特別賞

立ち上がる農山漁村 (株)里の菓工房 超特選恵那栗の拡大 平成１７年度選定

美濃加茂市 都市再生

全国都市再生モデル調査
「中山道太田宿・日本ライン下
り等を生かした、歩いて楽しい
中心市街地の再生」

・中山道太田宿や商店街等で活躍しているまち
づくりのＮＰＯ等と協働して、まちづくり方策
を検討
・商店街におけるファサード景観、新市街地の形
成、都市計画のあり方、市街化誘導方策を検討。

土岐市 構造改革特区 美しいひだ・みの景観特区
・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象
拡大

・特例の全国化済
・土岐市の一部
・同一計画の区域（注１）

全国都市再生モデル調査
「パークシステムによる水と
緑からの都市再生」

・水と緑の環境インフラの整備から都市再生を
推進
・市民参加のウォークラリーからまちづくりを
検討

全国都市再生モデル調査
「木曽川流域の自然環境を活
かした観光の活性化」

・自然豊かな木曽川を活かした観光の活性化に
向けた各種施策の検討
・各種施策の連携による観光活性化方策の立案
・舟運・水上・親水レクリエーションの実現可
能性の検討

構造改革特区
スイートバレー・情場形成特
区

・公道におけるロボット歩行等実験の許可の円
滑化
・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長

・各務原市の一部（旧
各務原市）
・同一計画の区域（注１）

疏水百選 濃尾用水

昭和３２年度より事業費５１億７千万円が投じ
られ、犬山城下の地点に宮田、木津、羽島の３
用水を合口した犬山頭首工を築造するとともに
用水路を改良。

ものづくり
東海ものづくり創生プロジェ
クト

アルミ鋳造品の高品質化・軽量化のための携帯
用アルミ鋳造気孔率計算機の開発

都市再生

全国都市再生モデル調査
「急速な高齢化が懸念される地
方都市での歩行者ﾈｯﾄﾜｰｸ形成を
通じた都市構造のあり方検討調
査」

・団塊世代の老齢化に対する、中心市街地にお
ける歩行者ネットワークのあり方及び地域協働
による持続型道づくりについて検討
・市民参加型の社会資本管理と中心市街地の活
性化を図る調査

18年度採択分

美しいひだ・みの景観特区
・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象
拡大

・特例の全国化済
・可児市の一部
・同一特区の区域（注１）

ＩＴ等を活用した学校復帰支
援特区

・ＩＴ等の活用による不登校児童生徒の学習機
会の拡大

・特例の全国化済

構造改革特区

都市再生

都市再生

各務原市

可児市

瑞浪市

羽島市

恵那市
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岐阜県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生

全国都市再生モデル調査
「市町村合併に伴う地域住民と
の協働による新たなまちづく
り」

・市民ニーズの把握と地域資源の発掘並びにそ
の共有
・「地域の魅力・資源」を活かしたまちづくり
のきっかけづくり
・まちづくり交付金採択（17年度）（大和中央
地区）

地域再生
「住みやすさ共感！山県す
てっぷあっぷ・ぷらん」

・汚水処理施設整備交付金

瑞穂市 構造改革特区 美しいひだ・みの景観特区
・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象
拡大

・特例の全国化済
・瑞穂市の一部
・同一計画の区域（注１）

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

歴史的なたたずまいを継承した街並み・まちづ
くり

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

都市観光の推進

全国都市再生モデル調査
「中小市町村における市街地
の電線類等地中化」

・歴史的景観地区における電線類等地中化の方
向性
・地中化に対する地域住民との連携
・電線類等民間事業者との連携
・まちづくり交付金採択（16年度）（古川地区）

構造改革特区
河合・宮川村デマンド式ポニー
カーシステム有償運送特区

・交通機関空白の過疎地におけるボランティア
輸送の有償化

・特例の全国化済
・飛騨市の一部（旧河
合町、旧宮川町）

国際競争力のあ
る観光地づくり 飛騨市まるごと“体感”事業

観光ルネサンス事業
（まちづくり交付金と連携）

わたしの旅
世界文化遺産白川郷と日本の
匠の技を訪ねる旅

飛騨古川（和ろうそく、匠の技を集めた文化
館、駒古道具屋）

特別賞

疏水百選 瀬戸川用水
約４００年前に金森可森が石積みの「堀川」を
築いたことが始まり。およそ１０００匹の鯉が
泳ぐ水路は市内観光一番の目玉。

地域再生
地域資源の活用と安全で安心
なまちづくり

・道整備交付金

本巣市 疏水百選 席田用水
享禄３年の大洪水により新しくできた藪川の水
を山口頭首工で取水。富有柿が特産である本巣
市の牽引的役割を発揮。

全国都市再生モデル調査
「観光交流産業の連携による
地域再生」

・観光連携強化を目指し市民参加による拠点観光施
設周遊バスを運行
・ヒヤリング調査による来訪者ニーズの把握
・観光キャッチフレーズの募集・決定により新市観
光の方向性統一
・まちづくり交付金採択（18年度）（八幡中央地区）

全国都市再生モデル調査
「都市と農村の連携による集約
型都市構造(ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨ)の構築に
向けた総合的な対応方策調査」

・エコツアー開発、案内人育成、文化的景観を
維持するためのルールづくり
・「白山文化」の地域ブランドとしての確立

18年度採択分

地域再生
快適で活力あふれる”わ”の
郷「郡上」づくり

・道整備交付金

立ち上がる農山漁村 （株）明宝レディース 完熟トマトの手作りケチャツプ 平成１６年度選定

都市再生
全国都市再生モデル調査
「下呂温泉地区の歩いて楽し
い街並み景観・風景形成」

・現地踏査による資源評価リストに基づき改
修・改善マニュアルを作成
・土地・建物所有者を啓発しつつ、街並み景観
や風景のガイド読本を作成

地域再生
人もまちも煌めくまちづくり
計画

・道整備交付金

垂井町 地域再生
自然・歴史環境との共生づく
り－やすらぎプラン

・汚水処理施設整備交付金

都市再生

都市再生

郡上市

下呂市

山県市

飛騨市
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岐阜県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

万葉の旅 関ヶ原 特別賞

松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

関ヶ原

わが国最古の鉄道物流ルート
を行く

東海道線旧線関ヶ原線廃線跡

神戸町 地域再生
やすらぎとふれあうまち『ご
うど』再生計画

・汚水処理施設整備交付金

揖斐川の緑と自然に生きるま
ちづくり計画

・道整備交付金

母なる清流　揖斐川ルネッサ
ンス計画

・汚水処理施設整備交付金

八百津町 疏水百選 愛知用水

水不足に長年苦しんできた知多地域の農民の熱
心な働きかけが契機となり、農業用水、工業用
水及び水道用水の確保と供給を目的として、昭
和36年に我が国初の大規模総合開発事業として
建設。

都市再生

全国都市再生モデル調査
「農山村資源の活用と健康ｻｰﾋﾞｽ
拠点のﾈｯﾄﾜｰｸ化によるまちの活
性化調査」

・町内及び近隣市町村にある健康増進に関わる
施設を掘り起こしとネットワーク化
・「健康の駅」を整備、健康をテーマにした町
おこしの実現

18年度採択分

地域再生
人と自然が輝くあったかいま
ちづくり計画

・道整備交付金

御嵩町 構造改革特区 美しいひだ・みの景観特区
・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象
拡大

・特例の全国化済
・御嵩町の一部
・同一計画の区域（注１）

分水嶺を越えて、古い町並み
ジグザグ紀行

白川村荻町（世界遺産・重要伝統的建造物群保
存地区）、和田家住宅、神田家

特別賞

世界文化遺産白川郷と日本の
匠の技を訪ねる旅

白川郷 特別賞

同一計画の区域

（注１）大垣市の一部、高山市の一部、多治見市の一部、瑞浪町の一部、土岐市の一部、可児市の一部、瑞穂市の一部、御嵩町の一部

地域再生

わたしの旅

わたしの旅

白川町

白川村

関ヶ原町

揖斐川町
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静岡県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区
静岡県福祉有償運送セダン型
車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

ものづくり 産学連携製造中核人材育成事業

輸送用機器製造業を支える人材育成システムの
開発
浜松市産業支援センター（浜松商工会議所）
国立大学法人静岡大学工学部
学校法人静岡理工科大学

中枢都市型企業人育成特区

・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置
・運動場に係る要件の弾力化による大学設置
・空地に係る要件の弾力化による大学設置

・静岡市の一部（旧静
岡市）

国際港湾交流特区
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備

・特例の全国化済
・静岡市の一部（清水
港臨港地区)

万葉の旅 薩捶峠、三保の松原 特別賞

徳川（家康、慶喜）文化をた
ずねる旅

駿府公園（駿府城跡）、浅間神社、臨済寺、宝
台院、徳川慶喜公屋敷跡（浮月楼）、日本平、
久能山東照宮、エスパルスドリームプラザ清水
横町、三保松原、御穂神社、清見寺

静岡市いきいき交流まちづく
り計画

・道整備交付金
・静岡市の一部（旧静
岡市）

静岡市きれいな水のまち計画 ・汚水処理施設整備交付金
・静岡市の一部（旧静
岡市）

がんばる商店街77選 静岡呉服町名店街
一店逸品運動の発祥地。地権者も巻き込んだ長
期的視野に立った商店街の賑わいづくり

　

全国都市再生モデル調査
「共同化による魅力ある都市
空間の創出」

・行政主導でない街づくり
・駅前商店街の役割
・住民の意識改革

全国都市再生モデル調査
「舘山寺温泉まちなみ再生」

・共通のテーマを行政、観光協会、地元商工
会、自治会等幅広く連携
・地域住民自らが取り組む事業の構築と体制づ
くり
・まちづくり交付金採択（18年度）（舘山寺地区）

全国都市再生モデル調査
「歴史的まち並みを生かした
地域活性化」

・歴史的資源の築年、規模、構造等の基礎調査
を実施し歴史的資源の価値を位置づける
・地元住民等を巻き込みワークショップ、懇談
会、後援会をイベント的に開催
・保存のための資金調達や実施体制、地域マ
ネージメントのあり方を検討

全国都市再生モデル調査
「電子ﾍﾟｰﾊﾟｰを活用したｱｰﾊﾞﾝ･ﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄの展開による鍛冶町通りのﾒｲ
ﾝｽﾄﾘｰﾄ化促進調査」

・電子ペーパーや、ＩＣタグを用いたユビキタス
情報提供システムを用いたエリアマネジメント
・都心部の商店街の賑わい再生と活性化の基盤
整備を図る調査

18年度採択分

光技術関連産業集積促進特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・浜松市の一部（旧浜
松市、旧天竜市、旧浜
北市、旧細江町、旧引
佐町）

元気なはままつ農業特区
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認

・特例の全国化済
・浜松市の一部（農業
振興地域内の農用地区
域）

わたしの旅
初来日した米国系夫妻を私の
故郷の祭りと郷土芸能に案内
しよう

中部天竜駅（佐久間ダム、鉄道博物館）

構造改革特区

構造改革特区

わたしの旅

地域再生

都市再生

静岡県

静岡市

浜松市
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静岡県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

うるおいのある水辺空間と良
好な生活環境の創出

・港整備交付金

・浜松市の一部（浜名
港、村櫛港）
・同一計画の区域（新
居町の一部（浜名
港））

天竜美林再生計画 ・道整備交付金

知の拠点活用による浜松もの
づくり産業再生計画

・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム
・地域新制コンソーシアム研究開発事業
・地域新規産業創造技術開発費補助事業

ものづくり
地域新生コンソーシアム研究
開発事業

・高出力半導体レーザーを使った高能率な溶接シス
テムを開発。薄板の溶接を高速、高品質で行えて、
従来設備の数分の一の設置場所と維持経費、低い初
期経費でしかも高い歩留まりを実現し、自動車及び
関連メーカーなどで使用。

都市再生

全国都市再生モデル調査
「複数商店街の競争・連携に
よる“美しい街づくり”を通
した街なか再生」

・複数商店街が競争、連携しながら”美しい街
づくり”という一つのテーマに取り組む方策を
検討
・商店街から美しい街づくりに向けた具体の活
動を募集し、その中から効果的な活動を抽出し
仕組みを検討

伊豆アドベンチャーレース特区
・国立、国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

沼津市言語教育特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

戸田幼保教育特区
・幼稚園児と保育所児の合同活動
・保育事務の教育委員会への委任

・特例の全国化済
・沼津市の一部（旧戸
田村の全域）

わたしの旅
お台場のルーツを訪ねる旅
伊豆韮山で江川坦庵の足跡を
たどる

戸田造船資料館、伊豆長岡温泉

地域再生
住んで良く・訪れて楽しい、
躍動する『みなとまち・さか
なまち』

・港整備交付金
・沼津市の一部（沼津
港、西浦漁港）

がんばる商店街77選 まちの情報館
商店街の空き店舗を活用して、まちづくり活動
の拠点施設「まちの情報館」を開設。市民、商
業者等に開かれた活動の場として活発に利用

　

わたしの旅
２０世紀初頭、外国人建築家
が見た日本をめぐる旅

日向別邸 特別賞

都市再生
全国都市再生モデル調査
「渚町周辺地区再生」

・古き良き熱海の“本物”の要素を活かしたま
ち歩きの仕掛けづくり
・従来の宴会宿泊型だけでない、新たな観光都
市イメージの付与
・まちの活力を下支えする商業・居住機能の充実
・まちづくり交付金採択（16年度）（熱海中央
地区）

構造改革特区 しずおか景観形成促進特区
・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象
拡大

・特例の全国化済
・熱海市の一部
・同一計画の区域（三
島市の一部）

先端健康産業集積特区
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理

・同一計画の区域（長
泉町）

早期幼児教育入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

しずおか景観形成促進特区
・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象
拡大

・特例の全国化済
・三島市の一部
・同一計画の区域（熱
海市の一部）

地域再生

構造改革特区

構造改革特区

沼津市

熱海市

三島市

浜松市
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静岡県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 三島市ＩＴ人材育成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

わたしの旅
井上靖「しろばんば」・「夏
草冬濤」の舞台と背景

三嶋大社、真門家（間宮家）、白滝公園～源兵
衛川散策、伊豆箱根鉄道駿豆線三島田町駅

疏水百選 源兵衛川

名勝楽寿園の小浜池湧水を源として、三島市街地を
南へ1.5ｋｍ流れて温水池に注ぐ疏水。住民参加型
の事業手法によって「都市と農村を結ぶ水の道」と
して整備され、美しい水辺空間が保たれている。

地域再生
「三島　せせらぎ・にぎわい
再生の街づくり・人づくり」

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

富士宮市 地域再生
安全な水で清潔・快適なまち
づくり

・汚水処理施設整備交付金

伊東市 構造改革特区 伊東市書道教育特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「島田型国際救急支援情報基
地構想」

・統合的な地域リスクマネジメント実現のため
の取組み
・安心・安全の視点からのビジネスモデル創出
のための取組み
・産・学・官・公・民による協働のまちづくり
のための取組み

疏水百選
大井川用水（大井川用水・大
井川右岸用水）

用水の整備により、受益地は日本有数のメロン
やイチゴなど施設栽培を用いた高品質農業が営
まれる程に生まれ変わりました。

地域再生 島田市生活環境改善計画 ・汚水処理施設整備交付金

富士市 地域再生 良好な水循環をめざすまち計画 ・汚水処理施設整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱを活用した地域
活性化」

・地域活性化のため農業振興地域　約４２ｈａ
の農振除外
・パーキングエリアからの出入りによる周辺開
発の検討
・スマートＩＣの社会実験の実施
・まちづくり交付金採択（18年度）（遠州豊田
ＰＡ周辺地区）

構造改革特区
「歴史と文化のまち、ふるさ
と先生制度」特区

・市町村負担教職員任用の容認 ・特例の全国化済

焼津市 疏水百選
大井川用水（大井川用水・大
井川右岸用水）

用水の整備により、受益地は日本有数のメロン
やイチゴなど施設栽培を用いた高品質農業が営
まれる程に生まれ変わりました。

全国都市再生モデル調査
「歴史的建造物群を生かした
まちなか再生」

・中心市街地の歴史的建築物・竹の丸を市民活
動センターとして再生
・ビジターセンター機能をもち市民・観光客の
コモンスペースを形成
・市民の生涯学習、ボランティア活動、ＴＭＯ
等の活動が幅広く連携
・まちづくり交付金採択（16年度）（緑の精神
回廊地区）

全国都市再生モデル調査
「ｽﾛｰｻｲｸﾘﾝｸﾞによる地域自
立･広域観光振興」

・サイクリストのもてなしシステムの開発
・自転車を愉しむまちからの情報発信～ロー
ド・オブ・ザ・ソルト
・自転車愛好者が集まる場の創造

構造改革特区 保育一元・幼保一元特区
・幼稚園児と保育園児の合同活動
・保育事務の教育委員会への委任

・特例の全国化済

疏水百選
大井川用水（大井川用水・大
井川右岸用水）

用水の整備により、受益地は日本有数のメロン
やイチゴなど施設栽培を用いた高品質農業が営
まれる程に生まれ変わりました。

地域再生 大井川下流域水利用再生計画
・補助対象施設の有効活用
・公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除

・同一計画の区域（注２）

都市再生

三島市

島田市

磐田市

掛川市
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静岡県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

掛川市 地域再生
きれいな水に恵まれたまちづ
くり計画

・汚水処理施設整備交付金

疏水百選
大井川用水（大井川用水・大
井川右岸用水）

用水の整備により、受益地は日本有数のメロン
やイチゴなど施設栽培を用いた高品質農業が営
まれる程に生まれ変わりました。

四季彩あふれる藤の里回廊計画 ・道整備交付金

「水のきれいなまち藤枝」再
生計画

・汚水処理施設整備交付金

袋井市 疏水百選
大井川用水（大井川用水・大
井川右岸用水）

用水の整備により、受益地は日本有数のメロン
やイチゴなど施設栽培を用いた高品質農業が営
まれる程に生まれ変わりました。

都市再生

全国都市再生モデル調査
「旧南豆製氷所から始まり多様
な主体が連携して取り組む下田｢
まち遺産｣保存復活ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと｢
まち遺産｣を活かした下田活性化
策検討調査」

・「伊豆石」と「なまこ壁」をまちの遺産とし
て位置づけ
・まちづくりの担い手育成講座の開催や、資金
調達等修復システムの構築、定住促進策につい
て検討等

18年度採択分

構造改革特区 伊豆アドベンチャーレース特区
・国立、国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

裾野市 疏水百選 深良用水

寛文年間（1678年）につくられた神奈川県の
芦ノ湖を水源とする全長1,280mの隧道。下流
の黄瀬川に流入させることで、駿東地区の広域
に用水として利用されている。

疏水百選
豊川用水
（豊川用水、牟呂・松原用水）

戦後の食糧難を反映して昭和２４年農林省の直
轄国営農業水利事業として着手。その後、工業
用水・上水道用水をも確保する多目的事業に計
画変更され、昭和４３年に事業費４８０億円で
完成。

地域再生 快適な住まい環境のまちづくり ・汚水処理施設整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「土肥港みなとまちづくり構
想検討調査」

・土肥港を活用した多様な輸送モードの連結性
向上
・省ＣＯ2型交通システムをデザイン

18年度採択分

構造改革特区 伊豆アドベンチャーレース特区
・国立、国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

わたしの旅
井上靖「しろばんば」・「夏
草冬濤」の舞台と背景

天城湯ヶ島温泉郷、湯ヶ島小学校、西平の共同
湯、井上靖所縁の家、旧天城隧道、滑沢渓谷、
昭和の森伊豆近代文学博物館、浄蓮の滝

疏水百選
大井川用水（大井川用水・大
井川右岸用水）

用水の整備により、受益地は日本有数のメロン
やイチゴなど施設栽培を用いた高品質農業が営
まれる程に生まれ変わりました。

地域再生 大井川下流域水利用再生計画
・補助対象施設の有効活用
・公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除

・同一計画の区域（注２）

疏水百選
大井川用水（大井川用水・大
井川右岸用水）

用水の整備により、受益地は日本有数のメロン
やイチゴなど施設栽培を用いた高品質農業が営
まれる程に生まれ変わりました。

大井川下流域水利用再生計画
・補助対象施設の有効活用
・公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除

・同一計画の区域（注２）

親しみのもてる「菊川」水辺
の再生計画

・汚水処理施設整備交付金

伊豆の国市 構造改革特区 伊豆アドベンチャーレース特区
・国立、国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

地域再生

地域再生

御前崎市

菊川市

藤枝市

下田市

湖西市

伊豆市
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場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

伊豆の国市 わたしの旅
お台場のルーツを訪ねる旅
伊豆韮山で江川坦庵の足跡を
たどる

江川邸、韮山郷土資料館、韮山反射炉、蔵屋鳴沢

疏水百選
大井川用水（大井川用水・大
井川右岸用水）

用水の整備により、受益地は日本有数のメロン
やイチゴなど施設栽培を用いた高品質農業が営
まれる程に生まれ変わりました。

地域再生 大井川下流域水利用再生計画
・補助対象施設の有効活用
・公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除

・牧之原市の一部（旧
相原町）
・同一計画の区域（注２）

東伊豆町 構造改革特区 伊豆アドベンチャーレース特区
・国立、国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

河津町 構造改革特区 伊豆アドベンチャーレース特区
・国立、国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

構造改革特区 伊豆アドベンチャーレース特区
・国立、国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

立ち上がる農山漁村 妻良観光協会 漁家民宿での漁業体験学習旅行 平成１６年度選定

構造改革特区 伊豆アドベンチャーレース特区
・国立、国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

地域再生
『駿河湾観光計画』（にぎわい
のある“みなとまち”づくり）

・港整備交付金

・松崎町の一部（松崎
港、石部漁港）
・同一計画の区域（大
井川町の一部（大井川
港））

西伊豆町 構造改革特区 伊豆アドベンチャーレース特区
・国立、国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

長泉町 構造改革特区 先端健康産業集積特区
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理

・同一計画の区域（三
島市）

疏水百選
大井川用水（大井川用水・大
井川右岸用水）

用水の整備により、受益地は日本有数のメロン
やイチゴなど施設栽培を用いた高品質農業が営
まれる程に生まれ変わりました。

地域再生 静岡県賀茂郡松崎町及び志太郡 ・港整備交付金

・大井川町の一部（大
井川港）
・同一計画の区域（松
崎町の一部（松崎港、
石部漁港））

構造改革特区 吉田町教育特区
・学校設置会社による学校設置
・校地、校舎の自己所有を要しない小学校等設置

疏水百選
大井川用水（大井川用水・大
井川右岸用水）

用水の整備により、受益地は日本有数のメロン
やイチゴなど施設栽培を用いた高品質農業が営
まれる程に生まれ変わりました。

新しい交通ネットワーク整備を中
心とした吉田町活性化計画

・道整備交付金

水と緑に囲まれた快適なまち
づくり

・汚水処理施設整備交付金

川根町 地域再生 川根型産業活性化計画 ・道整備交付金
・川根町の一部（家山
地区、笹間地区）

川根本町 地域再生
川根本町　人が行き交い、に
ぎわいのあるふるさとづくり
計画

・道整備交付金

森町 地域再生
「カワセミの飛翔する故郷」
創造計画

・汚水処理施設整備交付金

地域再生

松崎町

大井川町

吉田町

牧之原市

南伊豆町
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場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

地域再生
うるおいのある水辺空間と良
好な生活環境の創出

・港整備交付金

・新居町の一部（浜名
港）
・同一計画の区域（浜
松市の一部（浜名港、
村櫛港）

がんばる商店街77選 新居町内商店会
地元商業者が共同で葬祭サービス事業を組織運
営。地元の慣習に熟知したきめ細かいサービス
が高い評価

　

同一計画の区域

（注１）伊豆市、沼津市、下田市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町

（注２）掛川市、御前崎市、菊川市、牧之原市（旧相原町）

新居町
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愛知県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生プロジェクト
「大都市圏におけるゴミゼロ
型都市の再構築」

中部圏において廃棄物の発生抑制､資源として
の再使用､再利用を進め､資源循環の｢環｣を形成

都市再生プロジェクト
「大都市圏における環状道路
体系の整備」

名古屋圏における環状道路の整備

都市再生プロジェクト
「大都市圏における国際交流・
物流機能の強化（空港）」

需要に応じた時機を逸することにない空港整備

都市再生プロジェクト
「大都市圏における国際交流・
物流機能の強化（港湾）」

大都市圏の国際港湾において､港湾の24時間ﾌﾙ
ｵｰﾌﾟﾝ化や輸出入等の手続きのﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ化､
国際ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ機能強化を推進

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境
インフラの再生」

水質汚濁が慢性化している大都市圏の｢海｣の再生

全国都市再生モデル調査
「産業観光資源を活用したま
ちづくり」

・産業観光資源の外国人観光客への訴求力の把握
・外国人観光客にも魅力のあるモデルコース・産業
観光の道の企画
・外国人観光客の一人旅を支援する環境整備方策の
検討
・まちづくり交付金採択（17年度）（瀬戸やきも
の交流地区）
・まちづくり交付金採択（17年度）（有松地区）

全国都市再生モデル調査
「愛知環状鉄道を活用した広
域的な交通円滑化によるまち
づくり」

・鉄道沿線４市の協働で、公共交通の現状やま
ちづくりの課題を整理
・まちづくり検討会において行政、企業、学
校、商工会議所等が連携
・愛知環状鉄道を活用した広域的なまちづくり
計画案を作成

全国都市再生モデル調査
「三河港国際自動車交流拠点
（MIKAWA PORT MOTOR 
MESSE）実現」

・世界のトップブランドカーが集結する三河港
の活用
・「ワールドカー・ホームタウン構想」の検討
・自動車をテーマとした文化の創造発信実験を
実施

自動車環境戦略推進特区
・無人の自動車貸し出し（レンタカー型カー
シェアリング）

・特例の全国化済

愛知福祉輸送セダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

あいちIT人材育成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

あいち新たな農業・関連産業
人づくり特区

・農業研修施設における無料職業紹介の容認 ・特例の全国化済

あいち・知と技の探究教育特区
・高等学校等における校外学習の認定単位数の
拡大

・特例の全国化済

国際競争力のあ
る観光地づくり

「産業『験学』観光」推進プ
ロジェクト

観光地づくりの構想策定
・県下全域
・中京圏

都市再生プロジェクト
「大都市圏におけるゴミゼロ
型都市の再構築」

中部圏において廃棄物の発生抑制､資源として
の再使用､再利用を進め､資源循環の｢環｣を形成

都市再生プロジェクト
「国有地の戦略的な活用によ
る都市拠点形成」

「名古屋市名城・柳原地区」の国有地の有効活
用策の推進

都市再生プロジェクト
「ＰＦＩ手法の一層の展開」

国家公務員宿舎整備事業（仲田・千種東住宅）
をＰＦＩ手法により推進

都市再生プロジェクト
「都市再生事業を通じた地球温
暖化対策・ヒートアイランド対
策の展開」

モデル地域として「名古屋駅周辺・伏見・栄地
域」を選定(17.4)

都市再生

構造改革特区

都市再生

愛知県

名古屋市
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場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生プロジェクト
「ＰＦＩ手法の一層の展開」

名古屋市栄周辺地区をモデル的取組の展開を図
る地区として選定(17.6)

都市再生緊急整備地域
「名古屋千種・鶴舞地域」
（24ha）

・千種二丁目地区において民間都市再生事業計
画の国土交通大臣認定（17.3）
・スポーツ施設及び商業施設が相次いでオープ
ン(17.4及び17.5)

都市再生緊急整備地域
「名古屋駅周辺・伏見・栄地
域」（348ha）

・名駅四丁目7番地区において都市再生特別地区を
都市計画決定（15.2）
・名駅四丁目7番地区において民間都市再生事業計
画の国土交通大臣認定（15.12）
・名駅四丁目27番地区（ﾓｰﾄﾞ学園ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾜｰｽﾞ）に
おいて､都市再生特別地区を都市計画決定(17.7)
・名駅四丁目27番地区（ﾓｰﾄﾞ学園ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾜｰｽﾞ）着
工(17.10)

都市再生緊急整備地域
「名古屋臨海高速鉄道駅周辺
地域」（56ha）

・名古屋港ショッピングモールオープン(17.2)
・結婚式場オープン(17.9)

全国都市再生モデル調査
「母なる川｣堀川の環境改
善」

・老若男女の市民、企業、大学、行政から２０
００人以上が参加
・一般市民の視線で堀川を調査、市民に親近感
をもってもらう。
・堀川浄化を願う市民をネットワークで結び、
今後に結びつける。

全国都市再生モデル調査
「｢ｷｬﾅﾙ･ｼﾃｨ名古屋｣構想」

・水路を交通路とする都市将来像「キャナル・
シティ名古屋」の提案
・「キャナル・シティ名古屋」の実現策の提案
・「キャナル・シティ名古屋」の模型・パネル
による展示会開催

全国都市再生モデル調査
「ｺﾞﾝﾄﾞﾗ利用による堀川の観
光都市づくり」

・市民の手による都市観光を実現
・ゴンドラ（舟運）を生かした都市観光の提案
・堀川沿いの魅力（観光）資産の把握

全国都市再生モデル調査
「「ものづくり文化の道」形
成推進」

・産業観光と合わせて今に残る歴史的街並みを
活用
・ベロタクシー（自転車タクシー）やレンタサ
イクルの導入
・市民提案、回遊コースの提案、ガイドボラン
ティアの育成等

全国都市再生モデル調査
「 ｢おもてなし文化によるま
ちづくり調査｣(歴史･音楽･花
との出会い)」

・まち歩きを楽しむためのマップづくりやシニ
ア世代を中心とした案内人の組織化
・地区の物語を作成することにより、地域の魅
力アップを図る調査

18年度採択分

全国都市再生モデル調査
「栄地区の安心･安全で快適
なまちづくりの推進」

・地元住民を巻き込んだ実態調査や地域のアイデア
による社会実験
・栄地区において、防犯対策と賑わいづくりとが連
携した安全・安心で快適なまちづくりの実現を図る
調査

18年度採択分

あいち・なごやモノづくり研
究開発特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化

・同一計画の区域（注１）

障害者地域生活支援特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

中部臨空都市国際交流特区
・臨時開庁手数料の軽減
・公有水面埋立地の用途変更等の柔軟化

・特例の全国化済
・名古屋市の一部（名
古屋空港）
・同一計画の区域（注３）

名古屋港産業ハブ特区

・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備
・自動車の回送運行時における仮ナンバー表示
の柔軟化

・特例の全国化済
・名古屋市の一部（臨
海部）
・同一計画の区域（注４）

都市再生

構造改革特区

名古屋市
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場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

国際競争力のあ
る観光地づくり 教育旅行造成事業 ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業

平成17年度実施  教育
旅行誘致

忍者を知る旅 名古屋城、徳川美術館

歩いて訪ねる名古屋　歴史と
ものづくりの心にふれる旅

トヨタテクノミュージアム産業技術記念館、ノ
リタケの森、文化のみち（名古屋市市政資料
館、主税町カトリック教会、旧川上貞奴邸）、
徳川美術館、旧東海道有松の街並み、有松絞り

産業観光資源を活用した地域
づくり計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注６）

「地域福祉型福祉サービス」
の展開による地域再生

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

がんばる商店街77選 大須商店街連盟

電子マネー導入やＡＥＤ（自動対外式除細動
器）の設置などの取り組みに加え、手作りイベ
ントの実施など、「ごった煮」的面白さにより
恒常的な賑わいを創出

　

都市再生
全国都市再生モデル調査
「密集市街地の防災まちづく
り」

・歴史的町並み景観に配慮を求められる地区におけ
る防災まちづくり
・防災まちづくり支援システムを活用したワーク
ショップ
・住民、行政、大学が協働で取り組むまちづくり
・まちづくり交付金採択（16年度）（植田地区）
・まちづくり交付金採択（17年度）（豊橋駅周辺
地区）

国際自動車特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・自動車の回送運行時における仮ナンバー表示の柔
軟化
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注２）

「国際共生都市・豊橋」英語
教育推進特区

・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

わたしの旅
初来日した米国系夫妻を私の故郷
の祭りと郷土芸能に案内しよう

豊橋駅（路面電車で市内を周遊）、中部天竜駅
（佐久間ダム、鉄道博物館、山間の自然歩道）

疏水百選
豊川用水
（豊川用水、牟呂・松原用水）

戦後の食糧難を反映して昭和２４年農林省の直轄国
営農業水利事業として着手。その後、工業用水・上
水道用水をも確保する多目的事業に計画変更され、
昭和４３年に事業費４８０億円で完成。

地域再生 東三河の顔再生計画 ・日本政策投資銀行の低利融資等
・豊橋市の一部（中心
市街地活性化基本計画
区域内）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「大学の知識･資本を活用し
た21世紀型再開発手法に関
する調査」

・市内４大学（郊外）と連携し、都心の再開発
ビルの空室を社会人向け講座の教室や大学院研
究室、学生の居住施設、文化祭の開催等に活用
することにより、都心の活性化を図る調査

18年度採択分

構造改革特区 岡崎・国際学術研究交流特区
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理

江戸２６０年間を２日間で駆け
抜ける旅－家康から崋山まで

三河武士のやかた家康館、岡崎城、大樹寺

歩いて訪ねる名古屋　歴史と
ものづくりの心にふれる旅

岡崎城、岡崎公園、旧東海道、味噌蔵

三河を拓くトライネット圏域
創造計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（幸
田町）

快適で環境にやさしいまちづ
くり～おかざき都市環境の整
備計画～

・汚水処理施設整備交付金

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
成熟した都市型社会の中心地形成を目指し､誰
もが訪れたくなるにぎわいと魅力あるまちづく
りを推進する。

わたしの旅

地域再生

わたしの旅

地域再生

構造改革特区

豊橋市

岡崎市

名古屋市
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場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 一宮市英語教育特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

疏水百選 濃尾用水

昭和３２年度より事業費５１億７千万円が投じら
れ、犬山城下の地点に宮田、木津、羽島の３用水を
合口した犬山頭首工を築造するとともに用水路を改
良。

地域再生
水うるおい緑が映える田園空
間再生計画

・汚水処理施設整備交付金 ・一宮市の一部

構造改革特区
あいち・なごやモノづくり研
究開発特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化

・同一計画の区域（注１）

古窯に日本の陶磁器産業の源
流をたずねる旅

窯垣の小径、瀬戸市美術館、瀬戸蔵ミュージアム

世界文化遺産白川郷と日本の
匠の技を訪ねる旅

瀬戸市マルチメディア館、有松鳴海絞り会館 特別賞

歩いて訪ねる名古屋　歴史と
ものづくりの心にふれる旅

瀬戸（陶器の町散策）、長久手古戦場、長久手
郷土資料室

地域再生
産業観光資源を活用した地域
づくり計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注６）

がんばる商店街77選 銀座通り商店街

商店街が組織した委員会の認定オリジナル商品
を新聞発表。また、商店街店主の共同経営店舗
などを設置し、バーチャルモールをインター
ネットに掲載

　

都市再生
全国都市再生モデル調査
「半田蔵のまち回遊性向上」

・観光ネットワークの形成
・旧カブトビール工場（半田赤レンガ建物）の
保存・活用の検討
・（仮称）下町通りの景観形成
・まちづくり交付金採択（17年度）（蔵のまち
周辺地区）

地域再生
産業観光資源を活用した地域
づくり計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注６）

あいち・なごやモノづくり研
究開発特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化

・同一計画の区域（注１）

中部臨空都市国際交流特区
・臨時開庁手数料の軽減
・公有水面埋立地の用途変更等の柔軟化

・特例の全国化済
・春日井市の一部（名
古屋空港）
・同一計画の区域（注３）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「とよかわｲﾅﾘｽﾞﾑ(豊川稲荷
☆住む) 」

・商店街イベントと連携した来街者参加型のファ
サード整備社会実験
・できることから始める「地道なまちづくり」
・「いなり楽市」の大きな集客による地域経済の活
性化
・まちづくり交付金採択（17年度）（とよかわイ
ナリズム地区）

わたしの旅
江戸２６０年間を２日間で駆け
抜ける旅－家康から崋山まで

御油の町並・松並木、赤坂宿、大橋屋

疏水百選
豊川用水
（豊川用水、牟呂・松原用水）

戦後の食糧難を反映して昭和２４年農林省の直轄国
営農業水利事業として着手。その後、工業用水・上
水道用水をも確保する多目的事業に計画変更され、
昭和４３年に事業費４８０億円で完成。

地域再生

とよかわイナリズム(豊川稲荷☆
住む)
～住んでいいじゃん！訪れても
いいじゃん！～

・汚水処理施設整備交付金
・地域再生支援のための「特定地域プロジェク
トチーム」の編成

がんばる商店街77選
表参道発展会
（いなり楽市実行委員会）

若手商店主が中心となり、ハード先行のまちづ
くりから脱却し、地域再生計画を活用したソフ
ト先行まちづくり「いなり楽市」を推進

　

わたしの旅

構造改革特区

半田市

春日井市

豊川市

一宮市

瀬戸市
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場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

津島市 地域再生 交流湊つしま水環境向上計画 ・汚水処理施設整備交付金

碧南市 都市再生
全国都市再生モデル調査
「路地のたたずまいの保全推進」

・地域住民に路地の魅力をＰＲするためのイベ
ントやワークショップを開催
・路地を残すためのまちづくり手法等を検討

全国都市再生モデル調査
「200年耐用型街区への再
生」

・不揃いな密集市街地を解消し、200年耐用型街区
を形成
・水と緑のネットワークによる中心市街地の再生
・街区単位での再生を実現する新しい官民パート
ナーシップ
・まちづくり交付金採択（16年度）（豊田市駅周
辺地区）

全国都市再生モデル調査
「観光･通勤･通学･ﾈｯﾄﾜｰｸ等新
しい視点の自転車を活用したま
ちづくり調査」

・自転車を都市内交通として活用したまちづく
りの理念と体系の整理
・自転車マップの作成や応援団の形成

18年度採択分

あいち・なごやモノづくり研
究開発特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化

・同一計画の区域（注１）

障がい児ｈｕｇ（はぐ）くみ
給食特区

・肢体不自由児施設等における調理業務の外部
委託の容認

・特例の全国化済
・豊田市の一部（旧小
原村）

農ライフ創生特区
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和

・特例の全国化済
・豊田市の一部（農業
振興地域）

国際競争力のあ
る観光地づくり

小澤庄一塾（平成17年2月
18日(金)～20日(日)開催）

観光カリスマ塾

わたしの旅
歩いて訪ねる名古屋　歴史と
ものづくりの心にふれる旅

足助

疏水百選 枝下（しだれ）用水

明治１７年に矢作川を水源として一部が開鑿。次い
で明治２０年から西澤真蔵氏らによる大規模な延長
工事が行われ、明治２３年に幹線用水と東用水、明
治２５年に中用水、明治２７年には西用水が通水

とよたみよし活き活き交流ま
ちづくり計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（三
好町）

水と森のふるさと奥三河再生
計画

・道整備交付金
・豊田市の一部（旧稲
武町）
・同一計画の区域（注５）

産業観光資源を活用した地域
づくり計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注６）

とよた藤岡アメニティ再生交
流計画

・汚水処理施設整備交付金
・豊田市の一部（藤岡
地区）

立ち上がる農山漁村
豊田・加茂　菜の花プロジェ
クト

食品副産物と遊休地を利用して農業の活性化を
図る

平成１７年度選定

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
超広域的な交流の拠点・広域、市民を対象にし
た新しいライフスタイルの提案と近隣住民に暮
らしやすい生活空間を提供する。

疏水百選 明治用水

１８８０年民間人の資金で愛知県の手で開削。 
　
明治用水の水が流れてからは、台地は飛躍的に開発
され、「日本デンマーク」と言われる先進的な農業
地帯を形成。

地域再生
地域情報の共有で安全、安心
なまちづくり

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

立ち上がる農山漁村 水土里ネット明治用水 農業水利施設を活用した地域住民との交流 平成１６年度選定

都市再生

構造改革特区

地域再生

安城市

豊田市
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愛知県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

西尾市 都市再生

全国都市再生モデル調査
「六万石城下町のｺﾝﾊﾞﾊﾟｸﾄ市街
地再生－天守をｼﾝﾎﾞﾙとする景
観まちづくり－」

・空き町家に対する需要と供給双方をマッチン
グすることにより、空き町家をまちなか居住や
商業施設等へ活用する
・歴史的町並みや伝統的建物の現状把握とその
保全ルールを策定

国際自動車特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・自動車の回送運行時における仮ナンバー表示の柔
軟化
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注２）

「いつまでも住みなれたまち
で」がまごおりグループホー
ム短期利用特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済

疏水百選
豊川用水
（豊川用水、牟呂・松原用水）

戦後の食糧難を反映して昭和２４年農林省の直轄国
営農業水利事業として着手。その後、工業用水・上
水道用水をも確保する多目的事業に計画変更され、
昭和４３年に事業費４８０億円で完成。

都市再生
全国都市再生モデル調査
「美しいまちづくり」

・路地や空き地などの身近なコミュニティ空間のデ
ザイン検討と提案
・地域の大学の研究室やまちづくりの専門家が住民
と協働で取組み
・モデル活動と提案は犬山城下町のまちづくりの新
しい可能性を開く
・まちづくり交付金採択（16年度）（犬山城下町
地区）

構造改革特区
観光・健康さあ行こう！みん
な来る!来る!サイクルタウン
いぬやま特区

・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化

・特例の全国化済
・犬山市の一部（犬山
市今井開拓パイロット
地域）

２０世紀初頭、外国人建築家
が見た日本をめぐる旅

博物館明治村、ライト設計の帝国ホテル 特別賞

歩いて訪ねる名古屋　歴史と
ものづくりの心にふれる旅

犬山城、城下町、犬山温泉（白帝の湯の宿）

疏水百選 濃尾用水

昭和３２年度より事業費５１億７千万円が投じ
られ、犬山城下の地点に宮田、木津、羽島の３
用水を合口した犬山頭首工を築造するとともに
用水路を改良。

いぬやまエコアップ計画 ・汚水処理施設整備交付金

犬山からくり文化交流計画 ・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

ものづくり
地域新生コンソーシアム研究
開発事業

・環境対応型のマグネシウム合金切削加工システム
を開発。より環境に優しく、より経済的で高精度の
加工が可能な最適加工方法の実用化を実現。

構造改革特区 中部臨空都市国際交流特区
・臨時開庁手数料の軽減
・公有水面埋立地の用途変更等の柔軟化

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注３）

わたしの旅
古窯に日本の陶磁器産業の源
流をたずねる旅

常滑市民俗資料館、常滑市立陶芸研究所、登窯
広場展示工房館、窯のある広場資料館、世界の
タイル博物館

地域再生
産業観光資源を活用した地域
づくり計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注６）

疏水百選 濃尾用水

昭和３２年度より事業費５１億７千万円が投じら
れ、犬山城下の地点に宮田、木津、羽島の３用水を
合口した犬山頭首工を築造するとともに用水路を改
良。

地域再生
アメニティ江南構想　-人と自然
にやさしい快適環境づくり-

・汚水処理施設整備交付金

わたしの旅

地域再生

構造改革特区

江南市

蒲郡市

犬山市

常滑市
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愛知県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 中部臨空都市国際交流特区
・臨時開庁手数料の軽減
・公有水面埋立地の用途変更等の柔軟化

・特例の全国化済
・小牧市の一部（名古屋
空港）
・同一計画の区域（注３）

地域再生
こまきクリーンアップ・グリー
ンアップ・グレードアップ計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生

全国都市再生モデル調査
「｢環境愛知/旅のﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ｣実
現化調査 ｰｻｽﾃｲﾅﾌﾞﾙ･ﾂｰﾘｽﾞﾑを目
指してｰ」

・旅の先々でエコ活動に参加し収集したポイン
トをエコグッズや地域の特産品等と交換できる
エコポイント制度の実現性
・環境による地域づくりと観光による地域づく
りとの融合

・新城市等
・18年度採択分

疏水百選
豊川用水
（豊川用水、牟呂・松原用水）

戦後の食糧難を反映して昭和２４年農林省の直轄国
営農業水利事業として着手。その後、工業用水・上
水道用水をも確保する多目的事業に計画変更され、
昭和４３年に事業費４８０億円で完成。

水と森のふるさと奥三河再生
計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注５）

鮎踊る川の再生 ・汚水処理施設整備交付金

東海市 構造改革特区 名古屋港産業ハブ特区

・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備
・自動車の回送運行時における仮ナンバー表示
の柔軟化

・特例の全国化済
・東海市の一部（臨海
部）
・同一計画の区域（注４）

知多市 構造改革特区 名古屋港産業ハブ特区

・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備
・自動車の回送運行時における仮ナンバー表示
の柔軟化

・特例の全国化済
・知多市の一部（臨海
部）
・同一計画の区域（注４）

知立市 わたしの旅 万葉の旅 引馬野 特別賞

構造改革特区
あいち・なごやモノづくり研
究開発特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化

・同一計画の区域（注１）

地域再生 矢田川クリーンアップ計画 ・汚水処理施設整備交付金
・尾張旭市の一部（南
部地区）

高浜市 構造改革特区
みんなの居場所「ふれあい・
だんらん」特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

岩倉市 地域再生
五条川アメニティタウン再生
計画

・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 国際自動車特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・自動車の回送運行時における仮ナンバー表示の柔
軟化
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注２）

江戸２６０年間を２日間で駆け
抜ける旅－家康から崋山まで

田原城、田原市博物館、池ノ原公園

万葉の旅 伊良湖、恋路ヶ浜、 特別賞

疏水百選
豊川用水
（豊川用水、牟呂・松原用水）

戦後の食糧難を反映して昭和２４年農林省の直轄国
営農業水利事業として着手。その後、工業用水・上
水道用水をも確保する多目的事業に計画変更され、
昭和４３年に事業費４８０億円で完成。

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
計画区域を４つのエリアに分け有機的に連携し
街の魅力、利便性を高めることで、地域内人口
を増加させ、商業基盤の安定化を図る。

弥富市 構造改革特区 名古屋港産業ハブ特区

・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備
・自動車の回送運行時における仮ナンバー表示
の柔軟化

・特例の全国化済
・弥富市の一部（臨海
部）
・同一計画の区域（注４）

地域再生

わたしの旅田原市

小牧市

新城市

尾張旭市

141



愛知県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生
全国都市再生モデル調査
「多世代交流自然村および雑
木林郷再生」

・都市内雑木林再生での多世代交流自然村実現へ
・多世代交流自然村での子供から高齢者の役割とは
・雑木林の再生と共に人間交流の再生が始まる
・まちづくり交付金採択（16年度）（東部丘陵線
沿線地区）

あいち・なごやモノづくり研
究開発特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化

・同一計画の区域（注１）

長久手田園バレー特区
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済

産業観光資源を活用した地域
づくり計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注６）

長久手住環境快適化計画 ・汚水処理施設整備交付金

豊山町 構造改革特区 中部臨空都市国際交流特区
・臨時開庁手数料の軽減
・公有水面埋立地の用途変更等の柔軟化

・特例の全国化済
・豊山市の一部（名古
屋空港）
・同一計画の区域（注３）

大口町 地域再生
五条川アクアトピアおおぐち
再生計画

・汚水処理施設整備交付金

扶桑町 地域再生 扶桑町クリーンアップ計画 ・汚水処理施設整備交付金

全国都市再生モデル調査
「災害時要援護者のｾｰﾌﾃｨｰﾈｯ
ﾄﾜｰｸづくり」

・災害時要援護者台帳や個別の避難支援プランの作成
・まちづくり・防災・福祉専門家などの協力による
防災相談窓口の体制づくりや防災訓練プログラムの
提案

18年度採択分

全国都市再生モデル調査
「廃校跡地を利用した地域の
活性化調査」

・廃校予定の高校校舎の利用方法について、卒業生
や在校生を中心としたワークショップで検討
・他の地域拠点とのアクセス向上策を検討すること
により、まちのにぎわいの確保と回遊性の向上

18年度採択分

小さくてもキラリと光る飛島
村教育特区

・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

名古屋港産業ハブ特区

・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備
・自動車の回送運行時における仮ナンバー表示
の柔軟化

・特例の全国化済
・飛島村の一部（臨海
部）
・同一計画の区域（注４）

美浜町 疏水百選 愛知用水

水不足に長年苦しんできた知多地域の農民の熱心な
働きかけが契機となり、農業用水、工業用水及び水
道用水の確保と供給を目的として、昭和36年に我
が国初の大規模総合開発事業として建設。

武豊町 地域再生 武豊水辺リニューアルプラン ・汚水処理施設整備交付金

吉良町 地域再生
「恵まれた地域資源を大切に、
キラキラ輝く海辺づくり」

・港整備交付金

三河を拓くトライネット圏域
創造計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（岡
崎市）

水とふれあえる緑住都市 ・汚水処理施設整備交付金

三好町 地域再生
とよたみよし活き活き交流ま
ちづくり計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（豊
田市）

設楽町 地域再生
水と森のふるさと奥三河再生
計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注５）

東栄村 地域再生
水と森のふるさと奥三河再生
計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注５）

豊根村 構造改革特区 とよねがんばらマイカー特区
・交通機関空白の過疎地におけるボランティア
輸送の有償化

・特例の全国化済

地域再生

構造改革特区

地域再生

都市再生

構造改革特区

幸田町

長久手町

蟹江町

飛島村
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愛知県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

豊根村 地域再生
水と森のふるさと奥三河再生
計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注５）

音羽町 地域再生
循環型タウンおとわ～「人が
親しむ水づくり」計画

・汚水処理施設整備交付金

小坂井町 疏水百選
豊川用水
（豊川用水、牟呂・松原用水）

戦後の食糧難を反映して昭和２４年農林省の直轄国
営農業水利事業として着手。その後、工業用水・上
水道用水をも確保する多目的事業に計画変更され、
昭和４３年に事業費４８０億円で完成。

国際自動車特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・自動車の回送運行時における仮ナンバー表示の柔
軟化
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注２）

「ハートフルタウン　みと」
英語教育特区

・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

疏水百選
豊川用水
（豊川用水、牟呂・松原用水）

戦後の食糧難を反映して昭和２４年農林省の直轄国
営農業水利事業として着手。その後、工業用水・上
水道用水をも確保する多目的事業に計画変更され、
昭和４３年に事業費４８０億円で完成。

地域再生
光る海　こころ潤う町づくり
計画

・汚水処理施設整備交付金

同一計画の区域

（注１）名古屋市、瀬戸市、春日井市、豊田市、尾張旭市、長久手町

（注２）豊橋市、蒲郡市、御津町、田原市

（注３）常滑市、名古屋市の一部（名古屋空港）、春日井市の一部（名古屋空港）、小牧市の一部（名古屋空港）、豊山町の一部（名古屋空港）

（注４）名古屋市の一部（臨海部）、東海市の一部（臨海部）、知多市の一部（臨海部）、弥富市の一部（臨海部）、飛島村の一部（臨海部）

（注５）新城市、設楽町、東栄町、豊根村、豊田市の一部（旧稲武町）

（注６）名古屋市、瀬戸市、半田市、豊田市、常滑市、長久手町

構造改革特区

御津町
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三重県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生プロジェクト
「大都市圏におけるゴミゼロ
型都市の再構築」

中部圏において廃棄物の発生抑制､資源として
の再使用､再利用を進め､資源循環の｢環｣を形成

都市再生プロジェクト
「大阪圏におけるライフサイ
エンスの国際拠点形成」

ライフサイエンスの基礎から臨床研究、産業化
に至る総合的な国際拠点を形成

都市再生プロジェクト
「大都市圏における環状道路
体系の整備」

名古屋圏における環状道路の整備

都市再生プロジェクト
「大都市圏における国際交流・
物流機能の強化（港湾）」

大都市圏の国際港湾において､港湾の24時間ﾌﾙ
ｵｰﾌﾟﾝ化や輸出入等の手続きのﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ化､
国際ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ機能強化を推進

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境
インフラの再生」

水質汚濁が慢性化している大都市圏の｢海｣の再生

都市再生プロジェクト
「琵琶湖･淀川流域圏の再生」

歴史･文化を活かし自然と共生する流域圏･都市
圏の再生の実現

全国都市再生モデル調査
「伊勢二見地域観光交流空間
づくり」

・みなとを舞台とした市民主体による観光交流
空間づくり
・みなとを核とした体験型観光メニューの検討
・伊勢二見地域における国際観光推進に向けた
取組方策の検討

三重県福祉有償運送セダン型
車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用
・三重県一部（旧飯高
町域を除く地域）

三重県ＩＴスペシャリスト育
成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

国際競争力のあ
る観光地づくり

「産業『験学』観光」推進プ
ロジェクト

観光地づくりの構想策定
・県下全域
・中京圏

都市再生
全国都市再生モデル調査
「中心市街地大型商業施設再
活性化構想」

・周辺商店街、市民、行政が協同で連携して再
生計画づくりへ取組む
・商業施設に交流促進機能を導入し愛着のある
資産として活用
・商業者、市民の連携意識や参画意識を高め、
多様な活動を生む

みえメディカルバレー創生特区
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理

三重県障害児者デイサービス
推進特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

津市小中一貫教育特区
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

・津市の一部（旧津市）

複合型産業集積特区
・外国企業支店等の開設準備を行うビジネスマ
ンへの在留資格付与

・特例の全国化済
・津市の一部（旧津市
及び中勢北部サイエン
スシティ）

名松線と伊勢本街道の旅～北
畠氏の中世都市・多気を訪ね
て～

宿場町奥津、飼坂峠、上多気伊勢本街道の街並　峠
口～谷町～町屋、六田地区、東御所（六田館跡）、
北畠神社、北畠氏館跡庭園、北畠神社周辺（境内の
雪姫亭、松永、結城屋旅館など）、美杉ふるさと資
料館、美杉村（道の駅　特産物の購入など）

太平記「南朝」ゆかりの地を
訪ねて

結城神社、北畠神社、霧山城跡、榊原温泉

三重県

津市

都市再生

構造改革特区

構造改革特区

わたしの旅
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三重県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

疏水百選 南家城川口井水

頭首工（1箇所）、幹線用水路（約7km）、分
水工等の施設により地域の水田（360ha）へ
の農業用水のみならず、地域住民の生活用水、
集落の防火用水など地域用水としての役割を果
たしている。

「地物が一番！」地産地消運動
の推進による地域の活性化計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注２）

「エコシティ・津」清流再生
計画

・汚水処理施設整備交付金 ・津市の一部（旧津市）

「環境と共生する美しい県
都」津市南部再生計画

・汚水処理施設整備交付金
・津市の一部（旧久居
市、旧一志町、旧白山
町及び旧美杉村）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「街なか居住環境整備」

・都市再生合意創出プログラム「都市再生大学校」
を活用
・まちづくり交付金採択（18年度）（川原町駅周
辺地区）

三重県障害児者デイサービス
推進特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

四日市市特別養護老人ホーム
地域展開推進特区

・サテライト型特別養護老人ホームの設置の容認 ・特例の全国化済

四日市市産業連携特区 ・土地開発公社造成地の賃貸の容認

・特例の全国化済
・四日市市の一部（あが
た栄工業団地、四日市ハ
イテク工業団地、南小松
工業団地、笹川南住宅団
地業務施設用地）

技術集積活用型産業再生特区

・石油コンビナート施設のレイアウト規制の緩和
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備
・不活性ガスを使用しない家庭用燃料電池発電設備
の導入

・特例の全国化済
・同一計画の区域（川
越町）

塩浜地区公立園幼保一体化特区
・幼稚園児と保育所児の合同活動
・幼稚園と保育所の保育室の共用
・幼稚園の基準面積算定方法の弾力化

・特例の全国化済
・四日市市の一部（塩
浜地区）

市民活動による地域再生計画 ・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

「泗水の里」清流再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

都市再生

全国都市再生モデル調査
「お伊勢参りのだいどころ河崎
｢歴史的まちなみ空町家･空土
蔵｣再生」

・みなとを舞台とした市民主体による観光交流空間
づくり
・みなとを核とした体験型観光メニューの検討
・伊勢二見地域における国際観光推進に向けた取組
方策の検討
・まちづくり交付金採択（18年度）（山田ルネサ
ンスゾーン地区）

構造改革特区
三重県障害児者デイサービス
推進特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

再発見！日本の精神文化の
ルーツをたどる旅

二見旅館街、二見興玉神社、夫婦岩、二見賓日
館、御塩殿神社、御塩浜、神宮御園、二軒茶
屋、伊勢神宮、旅館麻吉、金剛證寺

～映画が伝える伊勢志摩の思
い出～名作映画の舞台を感じ
る旅

古市街道、おはらい町、おかげ横丁、伊勢神宮

万葉の旅 伊勢神宮、二見の道 特別賞

バリアフリーの視点で取り組
む観光地・伊勢志摩再生計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注３）

伊勢の美しいまちづくり　き
れいな勢田川の水環境づくり

・汚水処理施設整備交付金

津市

四日市市

伊勢市

地域再生

構造改革特区

地域再生

わたしの旅

地域再生
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三重県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

三重県障害児者デイサービス
推進特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

松阪市飯高町ＮＰＯ福祉移送
サービス特区

・NPOボランティア輸送によるセダン車の使用
・松阪市の一部（旧飯
高町）

わたしの旅
再発見！日本の精神文化の
ルーツをたどる旅

神福織機殿神社

「地物が一番！」地産地消運動
の推進による地域の活性化計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注２）

「いつでも、どこでも、だれ
でも」快適生活“松阪（まつ
さか）”再生計画

・汚水処理施設整備交付金

全国都市再生モデル調査
「桑名交流都市創生計画」

・歴史資源と水を活用したまちづくり
・魅力ある観光拠点の整備
・観光拠点間の連携による一体的なまちの形成
・まちづくり交付金採択（18年度）（桑名歴史公
園地区）

全国都市再生モデル調査
「歩いて楽しいまちづくり調査
～H.R.T（ﾎｰｽ･ﾗｲﾄﾞ･ﾄﾗﾝｼﾞｯﾄ）
によるまちづくり～」

・多度大社と関わりの深い「馬」をキーワードとし
て、参道を馬車の運行や乗馬体験など、馬と触れ合
える空間として整備
・歩いて楽しいまちづくりの推進を図る調査

18年度採択分

構造改革特区
三重県障害児者デイサービス
推進特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

地域再生
長島町輪中の郷「健全な水環
境・水循環の創成」

・汚水処理施設整備交付金

ものづくり
東海バイオものづくり創生プ
ロジェクト

食中毒の原因となるセレウス菌毒素の検出キッ
トの開発

三重県障害児者デイサービス
推進特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

燃料電池技術を核とした産学
官連携ものづくり特区

・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・一般用電気工作物への位置づけによる家庭用燃料
電池発電設備の導入

・特例の全国化済

地域再生 川と海が輝く鈴鹿快適環境計画 ・汚水処理施設整備交付金

三重県障害児者デイサービス
推進特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

名張市企業立地促進特区 ・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・特例の全国化済
・名張市の一部（滝之
原工業団地）

地域再生
伊賀コリドールの整備によ
る、伊賀の魅力倍増化計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（伊
賀市）

わたしの旅
いにしえの人々に思いを馳せ
る、癒しの旅

馬越峠

地域再生
地域住民が発信する　魅力あ
る「みえ東紀州」づくり計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注４）

構造改革特区
三重県障害児者デイサービス
推進特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

地域再生
悠久の歴史を大切にした快適
なまちづくり計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生

全国都市再生モデル調査
「鳥羽城趾・旧城下町遺構を活
かした都市観光まちづくりと歩
行者回遊ﾈｯﾄﾜｰｸ整備」

・歴史的遺産を活用したまちづくりマスタープ
ランの作成
・近代化遺産である現鳥羽小学校校舎の保存及
び活用の検討
・旧城下町と臨海エリアを結ぶ動線の検討等を
実施

構造改革特区
三重県障害児者デイサービス
推進特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

松阪市

桑名市

鈴鹿市

名張市

尾鷲市

亀山市

鳥羽市

構造改革特区

地域再生

都市再生

構造改革特区

構造改革特区
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三重県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

国際競争力のあ
る観光地づくり 国際海洋観光都市づくり事業

観光ルネサンス事業
（まちづくり交付金と連携）

再発見！日本の精神文化の
ルーツをたどる旅

鳥羽市街

～映画が伝える伊勢志摩の思い出
～名作映画の舞台を感じる旅

八代神社、神島灯台、監的哨跡、ニワの浜、藤文

豊かな水産・観光資源に恵ま
れたまち、港でつなげる地域
防災の輪

・港整備交付金
・鳥羽市の一部（鳥羽
港、国崎漁港及び相差
漁港）

バリアフリーの視点で取り組
む観光地・伊勢志摩再生計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注３）

構造改革特区
三重県障害児者デイサービス
推進特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

世界遺産「熊野古道」を海、
山、川で体感する

鬼ヶ城、獅子巌、花の窟、丸山千枚田 特別賞

いにしえの人々に思いを馳せ
る、癒しの旅

木本町、鬼ヶ城、獅子巌、花の窟、七里御浜、
丸山千枚田

鉱山の町づくり計画 ・道整備交付金
・熊野市の一部（旧紀
和町）

地域住民が発信する　魅力あ
る「みえ東紀州」づくり計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注４）

立ち上がる農山漁村 丸山千枚田保存会 千枚田保全活動を通じた都市農村交流 平成１６年度選定

藤原町幼保一体的運営特区
・幼稚園児と保育園児の合同活動
・保育事務の教育委員会への委任
・公立保育所における給食の外部搬入容認

・いなべ市の一部（旧
藤原町）

いなべ市企業立地促進特区 ・土地開発公社造成地の賃貸の容認

・特例の全国化済
・いなべ市の一部（藤
原工業団地、東山工業
団地）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「体験型観光拠点(賢島周辺)
整備」

・賢島活性化会議（民間主導で企画・計画検討
を実施）
・まちづくり合宿（早稲田大学 後藤研究所によ
るテーマカレッジ）
・まちづくりシンポジウム「海から発想する新
志摩市のまちづくり」

伊勢志摩インターネット高校
特区

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置

・志摩市の一部（旧阿
児町）

志摩自然学校特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済
・志摩市の一部（旧阿
児町）

国際競争力のあ
る観光地づくり

「志摩からはじまる楽しい家
族の旅文化」

観光地づくりの構想策定

わたしの旅
～映画が伝える伊勢志摩の思
い出～名作映画の舞台を感じ
る旅

仙遊寺、大王埼灯台、伝三坂、宝門の浜、大福屋

バリアフリーの視点で取り組
む観光地・伊勢志摩再生計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注３）

安心生活圏創造、災害に強い
地域づくり

・港整備交付金

・志摩市の一部（浜島
港）
・同一計画の区域（南
伊勢町の一部（迫間浦
漁港））

立ち上がる農山漁村 あのりふぐ協議会
地域資源の天然トラフグを活かした地域ブラン
ドの創出

平成１７年度選定

鳥羽市

熊野市

いなべ市

志摩市

わたしの旅

地域再生

わたしの旅

地域再生

構造改革特区

構造改革特区

地域再生
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三重県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

全国都市再生モデル調査
「忍のまち上野城下町再生」

・暮らしやすい･暮らしたくなるまちの再生
・城下町としての歴史性を活かした景観整備
・共通のテーマの下、市民･NPO･行政が協働で行
うまちづくり

全国都市再生モデル調査
「子ども達と高齢者と障害のある
人が育む､芭蕉のまちの中心市街地
活性化社会実験」

・高齢化する中心市街地において、子ども達、
高齢者、障害のある人々が加わり、中心市街地
の活性化や地場産品を活用したブランド化を検
討
・長く住み続けられるまちづくりを図る調査

18年度採択分

三重県障害児者デイサービス
推進特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

伊賀市意育教育特区
・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置
・市町村教育委員会による特別免許状の授与

芭蕉とともに花の吉野をめざ
す旅

芭蕉翁記念館、芭蕉翁成果、蓑虫庵、兼好塚

忍者を知る旅 伊賀流忍者博物館

地域再生
伊賀コリドールの整備によ
る、伊賀の魅力倍増化計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（名
張市）

木曽岬町 構造改革特区
三重県障害児者デイサービス
推進特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

三重県障害児者デイサービス
推進特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

東員すこやか給食特区 ・公立保育所における給食の外部搬入容認

構造改革特区
三重県障害児者デイサービス
推進特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

地域再生 こものの水を未来へ ・汚水処理施設整備交付金

川越町 構造改革特区 技術集積活用型産業再生特区
・石油コンビナート施設のレイアウト規制の緩和
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備

・特例の全国化済
・同一計画の区域（四
日市市）

構造改革特区
三重県障害児者デイサービス
推進特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

疏水百選 立梅用水

西村彦左衛門らの尽力により1823（文政6）年に
完成し、用水路の全長は30㎞にも及び山肌を縫う
ように走り、多くの水田を潤して、苦しい農民の暮
らしを救ったと言われている。

「地物が一番！」地産地消運動
の推進による地域の活性化計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注２）

多気町水環境再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 明和町幼保一体的運営特区
・幼稚園における幼稚園児及び保育所児等の合
同活動

・特例の全国化済

わたしの旅
再発見！日本の精神文化の
ルーツをたどる旅

齋宮歴史博物館、いつきのみや歴史体験館、齋
宮歴史ロマン広場、齋王の森、大淀浜

地域再生
「地物が一番！」地産地消運動
の推進による地域の活性化計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注２）

構造改革特区
三重県障害児者デイサービス
推進特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

地域再生
「地物が一番！」地産地消運動
の推進による地域の活性化計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注２）

構造改革特区
三重県障害児者デイサービス
推進特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

地域再生
恵まれた歴史・文化・環境を生
かした『田園文化都市』づくり
再生計画

・汚水処理施設整備交付金

伊賀市

東員町

菰野町

多気町

明和町

大台町

玉城町

地域再生

都市再生

構造改革特区

わたしの旅

構造改革特区
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三重県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

度会町 構造改革特区
三重県障害児者デイサービス
推進特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

大紀町 構造改革特区
三重県障害児者デイサービス
推進特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「高齢者の知恵を生かした伊勢
の南玄関地域の「交流・継承・
体感」事業」

・伝統、文化、制度や、優れた地場産業技術と伝統
的な料理技術をまちづくり資源として発掘
・来街者に対して小学校跡を活用した体験型宿泊な
ど「南勢町おもてなし事業」を実施
・高齢者が末永く元気に生きるための「身内へのお
もてなし事業」を実施

構造改革特区
三重県障害児者デイサービス
推進特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注１）

地域再生
安心生活圏創造、災害に強い
地域づくり

・港整備交付金

・南伊勢町の一部（迫間
浦漁港）
・同一計画の区域（志摩
市の一部（浜島港））

都市再生
全国都市再生モデル調査
「津波対策を考慮した密集地
区再生」

・津波が心配される漁業を生業とした海辺の住宅密
集地区の防災計画
・小学生による津波体験者へのインタビュー等、防
災意識向上の取組
・地区の木造住宅の外観調査（簡易な耐震調査）と
の連携

わたしの旅
いにしえの人々に思いを馳せ
る、癒しの旅

馬越峠

地域再生
自然体験型観光推進による地
域再生計画

・公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除
・紀北町の一部（旧海
山町）

地域再生
地域住民が発信する　魅力あ
る「みえ東紀州」づくり計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注４）

御浜町 地域再生
地域住民が発信する　魅力あ
る「みえ東紀州」づくり計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注４）

わたしの旅
世界遺産「熊野古道」を海、
山、川で体感する

紀宝町ウミガメ公園 特別賞

安心・安全で活力のあるまち
づくり計画

・道整備交付金

地域住民が発信する　魅力あ
る「みえ東紀州」づくり計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注４）

同一計画の区域

（注２）津市、松阪市、多気町、明和町、大台町

（注３）伊勢市、鳥羽市、志摩市

（注４）尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町

（注１）津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、鳥羽市、熊野市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、多気
町、
           大台町、玉城町、度会町、南伊勢町、大紀町

南伊勢町

紀北町

紀宝町

地域再生
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滋賀県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生プロジェクト
「基幹的広域防災拠点の整備」

大阪圏における基幹的広域防災拠点の必要性も
含め、広域防災拠点の適正配置を検討

都市再生プロジェクト
「大都市圏におけるゴミゼロ型
都市への再構築」

大都市圏において廃棄物の発生抑制､資源としての再使
用､再利用を進め､資源循環の｢環｣を形成

都市再生プロジェクト
「大阪圏におけるライフサイエ
ンスの国際拠点形成」

ライフサイエンスの基礎から臨床研究、産業化
に至る総合的な国際拠点を形成

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境イ
ンフラの再生（自然環境の保
全）」

大都市圏における残されたまとまりのある自然
を保全｡このため､自然環境を総点検した上で､
施策を強化

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境イ
ンフラの再生（海の再生）」

水質汚濁が慢性化している大都市圏の｢海｣の再生

都市再生プロジェクト
「琵琶湖・淀川流域圏の再生」

歴史･文化を活かし自然と共生する流域圏･都市
圏の再生の実現

都市再生プロジェクト
「大阪圏におけるロボット産業
拠点形成」

安全・安心の確保など家庭・福祉等の分野で利
用され、生活支援に資するロボット産業の拠点
を形成

全国都市再生モデル調査
「湖をつなぐ駅づくり検討調
査」

・琵琶湖沿岸において、複数の「湖の駅」を試行設置

・諸サービスの提供と法令周知・マナー啓発に
より、湖上レジャーの適正化と観光振興
・湖の賑わいを創出するとともに、船舶航行の
安全や自然環境の保全に取組む

構造改革特区 選べる福祉サービス滋賀特区 ・障害者の施設訓練等の支援費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助の支援費の日額算定

・特例の全国化済

地域再生
自然と人間がともに輝く滋賀～
大学と連携した持続可能な地域
づくり計画～

科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点の
形成」プログラム

全国都市再生モデル調査
「大津百町再生｣」

・物流を中心とする事業の実現可能性の検討
・物流コスト及び環境負荷削減をなしうる新物
流システムの構築
・物流を核とした企業誘致及び地域振興の可能
性に関する検討
・まちづくり交付金採択（17年度）（都心地区）

全国都市再生モデル調査
「「まちの保安官」が支える西
大津の安全・安心まちづくり」

・新しい住民と旧自治会の住民が防犯対策の充
実のための意欲的な取り組みを展開
・防犯ボランティアの保険システムの提案や、
活動を支援するＩＴシステムの開発など、サ
ポート体制の充実

全国都市再生モデル調査
「大津百町都市水路計画調査検
討業務～地域の水辺を活かした
コミュニティ活動の活性化」

・地域住民と行政が連携し、湧水など地区内の水資
源を発掘するなどにより水路の復活を図る。
・水辺を活かした観光資源として水路を整備す
るとともに、水難事故予防にも配慮

全国都市再生モデル調査
「大津のひと・まちを音楽で元
気にするﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」

・プロの音楽家とともにアマチュアも巻き込
み、「まちなかコンサート」や「親子のふれあ
いコンサート」などを開催
・音楽を通した人々の交流

18年度採択分

全国都市再生モデル調査
「新旧住民交流による仰木里山
ﾐｭｰｼﾞｱﾑの推進調査」

・旧集落とニュータウンの住民が、棚田景観の
保全と創造プログラムや農と食の体験プログラ
ムづくりを実践
・新しい景観（風景＋生活文化）を創造し、持
続可能なまちづくりを展開

18年度採択分

構造改革特区
琵琶湖南部エリア大学発新産
業創出特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理

・大津市の一部（瀬田
地区）
・同一計画の区域（草
津市の一部（野路地
区））

都市再生

都市再生

滋賀県

大津市
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滋賀県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

万葉の旅
逢坂山峠、三井寺、大津宮跡、大江神宮、唐崎
神社、瀬戸の唐橋、石山寺、幻住庵跡

特別賞

歴史と文化の相互関係を見聞
する世界遺産の旅

比叡山

わが国最古の鉄道物流ルート
を行く

旧逢坂山隧道

疏水百選 琵琶湖疏水

７世紀に造営された大津京と平安京を結ぶ水の
道とも呼ばれており、殖産工業と市民の水道を
供給するために、工学士 田辺朔郎の指揮の下に
明治２３年３月３０日に完成した延長８．７
kmの疏水。

湖都大津「安心・安全のまち
づくり」計画

・公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除
・大津市の一部（旧大
津市）

みなとでつなぐ淡海の安心 ・港整備交付金

・大津市の一部（大津
港）
・同一計画の区域（彦
根市の一部（彦根
港）、西浅井町の一部
（大浦漁港））

都市再生
全国都市再生モデル調査
「自転車を活用したスローな
観光、都市の再生」

・自転車を活用した観光ルート開発
・彦根スローな観光へのアクションプラン
・中心市街地活性化をめざしたレンタサイクル
の利用
・まちづくり交付金採択（17年度）（城南東地区）

構造改革特区 滋賀県国際物流特区 ・保税蔵置場設置基準の弾力化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

疏水百選 犬上川沿岸
鈴鹿山脈犬上川の扇状地に展開する穀倉地帯
で、古来から農業振興の盛んな地区である。

地域再生 みなとでつなぐ淡海の安心 ・港整備交付金

・彦根市の一部（彦根港）

・同一計画の区域（大
津市の一部（大津
港）、西浅井町の一部
（大浦漁港））

がんばる商店街77選 彦根市内６商店街
地域資源を活かした新名所。江戸町屋風、大正
ロマン、ケータイ、脳にやさしい音楽、寺子屋
など多彩なキーワード

　

都市再生
全国都市再生モデル調査
「商業開発から住宅開発へ:市民
が担うﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰの新展開」

・証券化等の手法を活用し、空地、空家を住宅・福
祉施設に活用する新たな事業モデルを構築
・中心市街地の定住人口増加

18年度採択分

ホスピタリティ都市構想特区
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

・長浜市の一部（旧長
浜市）

滋賀県国際物流特区 ・保税蔵置場設置基準の弾力化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

国際競争力のあ
る観光地づくり

笹原司朗塾（平成16年11月
8日(月)～9日(火)開催）

観光カリスマ塾

世界文化遺産白川郷と日本の
匠の技を訪ねる旅

長浜城、黒壁スクエア 特別賞

若狭と湖北の歴史・文化・まち
づくり　ほっとやすらぎの旅

浅井歴史民俗資料館（お市の里）、長浜黒壁ス
クエア、長浜鉄道スクエア

湖北観音のんびり自転車の旅 宝厳寺、都久夫須麻神社

わが国最古の鉄道物流ルート
を行く

旧長浜駅舎

疏水百選 湖北用水

水田4，720haの農業地域。湖北地域は古来か
ら近畿・東海と北陸を結ぶ交通の要衝の地。産
業は水稲を中心として古くから織物産業が発達
している。

わたしの旅

地域再生

構造改革特区

わたしの旅

長浜市

大津市

彦根市
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滋賀県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

地域再生
地域資源を活かした都市と農
山村の交流～湖北の懐かしい
未来をつくる～

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注２）

がんばる商店街77選 ㈱黒壁
第三セクター「黒壁」が民間主導でガラス事業
を展開。年間200万人を超える観光客を集め、
空き店舗も減少

　

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

環境共生まちづくり

全国都市再生モデル調査
「環境共生まちづくり小舟木エ
コ村プロジェクト計画調査」

・環境とエネルギーに配慮した環境共生システ
ムの実験的整備
・農業振興及び環境・生活関連産業の創造と雇
用機会の創出
・新しい社会システム（自立循環地域経済シス
テム）の構築

草津市 構造改革特区
琵琶湖南部エリア大学発新産
業創出特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理

・草津市の一部（野路
地区）
・同一計画の区域（大
津市の一部（瀬田地
区））

構造改革特区
守山市きめ細かな指導の教育
特区

・市町村負担教職員任用の容認 ・特例の全国化済

疏水百選 野洲川流域

広々とした水田が緑深い里山を背景として広
がっており、古くから良質の近江米の穀倉地帯
として米作を軸に畜産・茶を３大柱を中心とし
て生産振興が図られてきた。

栗東市 疏水百選 野洲川流域

広々とした水田が緑深い里山を背景として広
がっており、古くから良質の近江米の穀倉地帯
として米作を軸に畜産・茶を３大柱を中心とし
て生産振興が図られてきた。

構造改革特区 滋賀県国際物流特区 ・保税蔵置場設置基準の弾力化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

忍者を知る旅 甲賀流忍術屋敷、洗心薬草苑、甲賀の里忍術村

古窯に日本の陶磁器産業の源
流をたずねる旅

滋賀県立陶芸の森、信楽焼美術館、信楽伝統産
業会館

疏水百選 野洲川流域

広々とした水田が緑深い里山を背景として広
がっており、古くから良質の近江米の穀倉地帯
として米作を軸に畜産・茶を３大柱を中心とし
て生産振興が図られてきた。

地域再生
自然と伝統を活かし文化の香
る快適な生活のまち再生計画

・汚水処理施設整備交付金 ・甲賀市の一部（信楽町）

立ち上がる農山漁村 (有)くのいち本舗 古代黒米を使った特産品作り 平成１７年度選定

野洲市 疏水百選 野洲川流域

広々とした水田が緑深い里山を背景として広
がっており、古くから良質の近江米の穀倉地帯
として米作を軸に畜産・茶を３大柱を中心とし
て生産振興が図られてきた。

湖南市 疏水百選 野洲川流域

広々とした水田が緑深い里山を背景として広
がっており、古くから良質の近江米の穀倉地帯
として米作を軸に畜産・茶を３大柱を中心とし
て生産振興が図られてきた。

わたしの旅
若狭と湖北の歴史・文化・まち
づくり　ほっとやすらぎの旅

朽木

湖と里山を活かした豊かな環
境づくりのまち高島再生計画

・汚水処理施設整備交付金

「環の郷」なりわい再生計画 ・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

東近江市 構造改革特区 滋賀県国際物流特区 ・保税蔵置場設置基準の弾力化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

都市再生

わたしの旅

地域再生

甲賀市

高島市

長浜市

近江八幡市

守山市
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滋賀県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

疏水百選 愛知川用水

昭和２７年に着手された国営事業等により、約
7,500haの広範な農地に水を供給する農業水利
システムとして、水源施設である永源寺ダムと
共に築造された水路ネット。

立ち上がる農山漁村 愛東町 菜の花による資源循環型地域づくり 平成１６年度選定

都市再生

全国都市再生モデル調査
「SILC(shiga Integrated
Logistics Center 滋賀統合物流
ｾﾝﾀｰ)構想」

・少子・高齢化が進む中心部で利害関係のない
外部の若者が広く参加
・ないものねだりではなく、失われつつある歴
史的な既存資源に着目
・共通のテーマの下で学生、住民、行政、ＮＰ
Ｏ等が幅広く連携

構造改革特区 滋賀県国際物流特区 ・保税蔵置場設置基準の弾力化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

米原エコミュージアムプログ
ラム

・道整備交付金
・地域再生支援のための「特定地域プロジェク
トチーム」の編成

地域資源を活かした都市と農
山村の交流～湖北の懐かしい
未来をつくる～

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注２）

構造改革特区 滋賀県国際物流特区 ・保税蔵置場設置基準の弾力化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

地域再生
人と自然が共生する快適な環
境のまちづくり計画

・汚水処理施設整備交付金

竜王町 わたしの旅 万葉の旅 蒲生野、 特別賞

構造改革特区 滋賀県国際物流特区 ・保税蔵置場設置基準の弾力化

・特例の全国化済
・愛荘町の一部（旧愛
知川町）
・同一計画の区域（注１）

疏水百選 愛知川用水

昭和２７年に着手された国営事業等により、約
7,500haの広範な農地に水を供給する農業水利
システムとして、水源施設である永源寺ダムと
共に築造された水路ネット。

豊郷町 構造改革特区 滋賀県国際物流特区 ・保税蔵置場設置基準の弾力化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

甲良町 疏水百選 犬上川沿岸
鈴鹿山脈犬上川の扇状地に展開する穀倉地帯
で、古来から農業振興の盛んな地区である。

構造改革特区 滋賀県国際物流特区 ・保税蔵置場設置基準の弾力化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

疏水百選 犬上川沿岸
鈴鹿山脈犬上川の扇状地に展開する穀倉地帯
で、古来から農業振興の盛んな地区である。

地域再生
山蒼く水清く心豊かな多賀の
まち再生計画

・汚水処理施設整備交付金

疏水百選 湖北用水

水田4，720haの農業地域。湖北地域は古来か
ら近畿・東海と北陸を結ぶ交通の要衝の地。産
業は水稲を中心として古くから織物産業が発達
している。

地域再生
地域資源を活かした都市と農
山村の交流～湖北の懐かしい
未来をつくる～

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注２）

疏水百選 湖北用水

水田4，720haの農業地域。湖北地域は古来か
ら近畿・東海と北陸を結ぶ交通の要衝の地。産
業は水稲を中心として古くから織物産業が発達
している。

地域再生
地域資源を活かした都市と農
山村の交流～湖北の懐かしい
未来をつくる～

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注２）

高月町 わたしの旅 湖北観音のんびり自転車の旅
観音の里歴史民俗資料館、向源寺（渡岸寺観音
堂）、充満寺（西野薬師堂）、尾上温泉

湖北町

日野町

愛荘町

多賀町

虎姫町

地域再生

東近江市

米原市
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滋賀県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

疏水百選 湖北用水

水田4，720haの農業地域。湖北地域は古来か
ら近畿・東海と北陸を結ぶ交通の要衝の地。産
業は水稲を中心として古くから織物産業が発達
している。

地域再生
地域資源を活かした都市と農
山村の交流～湖北の懐かしい
未来をつくる～

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注２）

湖北観音のんびり自転車の旅
赤後寺、赤道寺、己高閣、木之本宿、医王寺、
黒田観音寺

松尾芭蕉の『奥の細道』をた
どる旅

木之本

疏水百選 湖北用水

水田4，720haの農業地域。湖北地域は古来か
ら近畿・東海と北陸を結ぶ交通の要衝の地。産
業は水稲を中心として古くから織物産業が発達
している。

地域再生
地域資源を活かした都市と農
山村の交流～湖北の懐かしい
未来をつくる～

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注２）

疏水百選 湖北用水

水田4，720haの農業地域。湖北地域は古来か
ら近畿・東海と北陸を結ぶ交通の要衝の地。産
業は水稲を中心として古くから織物産業が発達
している。

地域再生
地域資源を活かした都市と農
山村の交流～湖北の懐かしい
未来をつくる～

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注２）

地域資源を活かした都市と農
山村の交流～湖北の懐かしい
未来をつくる～

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援 ・同一計画の区域（注２）

みなとでつなぐ淡海の安心 ・港整備交付金

・西浅井町の一部（大
浦漁港）
・同一計画の区域（大
津市の一部（大津
港）、彦根市の一部
（彦根港））

同一計画の区域

（注１）彦根市、長浜市、甲賀市、東近江市、米原市、日野町、愛荘町の一部（旧愛知川町）、愛知川町、豊郷町、多賀町

（注２）長浜市、米原市、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町

地域再生西浅井町

余呉町

高月町

木之本町

わたしの旅
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京都府

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生プロジェクト
「基幹的広域防災拠点の整備」

大阪圏における基幹的広域防災拠点の必要性も
含め、広域防災拠点の適正配置を検討

都市再生プロジェクト
「大都市圏におけるゴミゼロ型
都市への再構築」

大都市圏において廃棄物の発生抑制､資源としての
再使用､再利用を進め､資源循環の｢環｣を形成

都市再生プロジェクト
「大都市圏における環状道路体
系の整備」

大阪都心部に新たな環状道路を形成

都市再生プロジェクト
「大阪圏におけるライフサイエ
ンスの国際拠点形成」

ライフサイエンスの基礎から臨床研究、産業化
に至る総合的な国際拠点を形成

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境イ
ンフラの再生（自然環境の保
全）」

大都市圏における残されたまとまりのある自然
を保全｡このため､自然環境を総点検した上で､
施策を強化

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境イ
ンフラの再生（海の再生）」

水質汚濁が慢性化している大都市圏の｢海｣の再生

都市再生プロジェクト
「琵琶湖・淀川流域圏の再生」

歴史･文化を活かし自然と共生する流域圏･都市
圏の再生の実現

都市再生プロジェクト
「大阪圏におけるロボット産業
拠点形成」

安全・安心の確保など家庭・福祉等の分野で利
用され、生活支援に資するロボット産業の拠点
を形成

けいはんな学研都市知的特区

・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化
・公道におけるロボット歩行等実験の許可の円滑化
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・大学設置における校地面積基準の引き下げ
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

京都IT人材育成特区
・講座修了者に対する初級システムアドミニスト
レータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除

都市再生プロジェクト
「大都市圏におけるゴミゼロ型
都市への再構築」

大都市圏において廃棄物の発生抑制､資源としての
再使用､再利用を進め､資源循環の｢環｣を形成

都市再生プロジェクト
「大阪圏におけるライフサイエ
ンスの国際拠点形成」

ライフサイエンスの基礎から臨床研究、産業化
に至る総合的な国際拠点を形成

都市再生プロジェクト
「ＰＦＩ手法の一層の展開」

総合地球環境学研究所整備事業について事業契
約締結し工事着手

都市再生プロジェクト
「都市における既存ストックの
活用」

伝統的な外観の継承や居住性の向上を図りつ
つ、再生・活用に向けた取り組みを強化

都市再生プロジェクト
「大阪圏におけるロボット産業
拠点形成」

安全・安心の確保など家庭・福祉等の分野で利
用され、生活支援に資するロボット産業の拠点
を形成

都市再生プロジェクト
「都市の安全・安心の再構築」

「京都市木屋町周辺地区」をモデル的取組の展
開を図る地区として位置づけ(17.6)

都市再生緊急整備地域
「京都駅南地域」（12ｈａ）

○新・都ホテル増築工事竣工（H１７．９）

都市再生緊急整備地域
「京都南部油小路通沿道地域」
（２１２ｈａ）

○竹田藁屋町油小路通沿道街区地区における都
市計画の決定及び変更（H１５．７）

京都府

京都市

都市再生

構造改革特区

都市再生
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京都府

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生緊急整備地域
「京都久世高田・向日寺戸地
域」（２２ｈａ）

○JR新駅関連の都市施設，土地区画整理事業及
びキリンビール京都工場跡地の地区計画（再開
発等促進区，地区整備計画）を都市計画決定
（H１６．９）
○土地区画整理事業の認可（H１８．２）

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

歴史的なたたずまいを継承した街並み・まちづ
くり

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

環境共生まちづくり

全国都市再生モデル調査
「崇仁まちづくり新展開に関す
る実態調査」

・多様な地域ニーズへの対応
・人口の増加による地域の活性化のための手法の検討
・新しい事業手法による地区活性化プランの策定

全国都市再生モデル調査
「風格と華やぎのまちづくりビ
ジョン策定調査」

・風格ある四条通に相応しい「景観」のあり方
研究
・華やぎをもたらす「交通環境」のあり方に係
る実態調査＆社会実験
・今後のまちづくりの戦略、並びに行政・警察
等との連携体制の構築

全国都市再生モデル調査
「歩くまち京都・まちなか再生
戦略調査」

・都心9学区が連携し「まちなかを歩く日」を5
年連続で開催
・最近は放置自転車など交通問題にも取り組んでいる
・町家店舗など回遊資源と回遊性向上の関連を調査
した

全国都市再生モデル調査
「文化遺産を核とした地域の防
災力向上の取り組みによる地域
の活性化」

・古都の活性化に向け、地域住民、行政、NPO
等が幅広く連携
・地域住民と文化遺産（所有者）の連携を促進
・観光に来られる人も安心・安全な古都のまちづくり
・まちづくり交付金採択（18年度）（東山清水地区）

全国都市再生モデル調査
「まちづくりネットワークによ
るまちなみ景観形成・まちなか
活性化調査」

・市民合意による新たな景観形成、合意形成手
法を実施・研究
・既存景観ストックを活用した景観形成・まち
なか活性化手法を実施
・まちづくりにおけるネットワーク型組織の位
置付け・あり方を提示
・まちづくり交付金採択（17年度）（洛中地区）

全国都市再生モデル調査
「人権･教育･福祉の三条たすけ
あい･まちづくり」

・安心居住を実現するコミュニティ・ケア・シ
ステムの構築
・地元団体主体で構成された「いきいきネット
ワーク」との連携
・在宅高齢者に優しい、地域見守り体制の構築

全国都市再生モデル調査
「木屋町・都心繁華街の安心・
安全のコミュニティの形成と地
域景観の創造」

・官民の連携により、違法看板、路上放置自転車等
への対応に重点を置いた安全安心対策の実施
・廃校の有効活用、景観形成等多様な取り組みを展開

全国都市再生モデル調査
「共生・永住・自治のまち「千
本」活性化プロジェクト調査」

・大学との連携により、地区内外住民の意識調
査を実施
・留学生の受け入れの促進等、住民自らがまち
づくりを考え運営するシステムを構築

全国都市再生モデル調査
「循環型地域経済に貢献する
「京都こだわり住宅」のモデル
構築に向けた実践的取り組み」

・地場産材や伝統工法、技術、職人を活用した
「住まいの京都ブランド」を構築
・生産者、行政、市民等の多様なネットワークを形成

・モデル住宅建築のためのコンペの実施

全国都市再生モデル調査
「大学と企業間ﾈｯﾄﾜｰｸの連携か
ら始める都市･産業基盤の形成調
査」

・新たな交通体系の整備に向けた社会実験
・大学と企業とのネットワークを強化による新
たな産業立地による雇用の受け皿としての整備

18年度採択分

全国都市再生モデル調査
「歴史的街区における空家等ｽﾄｯ
ｸ活用による新たなまちづくりの
実証的調査」

・京町家や長屋等の空家をコミュニティ施設や
滞在型施設、体験工房等に活用する方策の検討
・地域の安全・安心環境の実現
・観光振興による地域の活性化

18年度採択分

京都市 都市再生
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京都府

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生

全国都市再生モデル調査
「交流から生まれる地域の新た
な担い手形成及びｽﾄｯｸを活かし
た産業基盤の形成調査」

・新住民や起業家などとの交流事業の実施
・和装産業の伝統技術や地域景観等の既存ス
トックを活用した新しい産業創出

18年度採択分

京都市小中一貫教育特区
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

・京都市の一部（旧京
都市）

京の人づくり推進特区 ・市町村負担教職員任用の容認 ・特例の全国化済

知の創出・活用特区

・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使
用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・特例の全国化済

京都市不登校生徒学習支援特区
・不登校児童生徒対象学校設置に係る教育課程
の弾力化

・特例の全国化済

体験型京都観光パッケージ
「京都おこしやす大学」

観光地づくりの構想策定

『京都・五花街おこしやす事
業』

観光ルネサンス事業

中国友好都市からの教育旅行の
招請及びＴＶ特別番組の放映

ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業
平成18年度予定 教育
旅行誘致･友好都市(西
安市)

仏教の伝来から民衆の信仰を
得るまでの旅

延暦寺、東寺、知恩院、妙心寺、妙顕寺、西本
館寺

太平記「南朝」ゆかりの地を
訪ねて

六波羅蜜寺、天竜寺、大学寺、法観寺、嵐山温泉

禅をたのしみ、茶をたしなむ
－国際派大和撫子を目指して

天龍寺、指月庵、鹿王院、保堂、茶寮都路里本
店、高台寺

歴史と文化の相互関係を見聞
する世界遺産の旅

醍醐寺、教王護国寺（東寺）、平安会館（旧平
安寮）、比叡山、西本願寺、二条城、龍安寺、
下鴨神社、清水寺、京都タワーホテル

茶道の源流と国際性を探る 裏千家センター、大徳寺

わが国最古の鉄道物流ルート
を行く

稲荷駅、トロッコ列車、梅小路蒸気機関車館

残したい京職人の音風景をた
ずねる旅

森本錺金具製作所.、織成館、

ほっこり京都・寺社仏閣ユニ
バーサルツアー

清水寺、三十三間堂、西本願寺、東福寺、平安
神宮、龍安寺、三世人

日本の海外交流の軌跡を九州
に訪ねて

耳塚、方広寺、三十三間堂、伏見稲荷

”Jａｐａｎ”を訪ねる旅
高台寺掌美術館、京都国立博物館、京都市産業
技術研究所

大賞

木造建築の伝統文化にふれる旅 上賀茂神社、上賀茂社家町、清水寺

２０世紀初頭、外国人建築家
が見た日本をめぐる旅

桂離宮 特別賞

若狭と湖北の歴史・文化・まち
づくり　ほっとやすらぎの旅

大原三千院

近畿（関西）の世界遺産を巡る
旅－姫路城、紀伊山地の霊場と
山詣道、古都奈良の文化財、古
都京都を巡る－

二条城、西本願寺、東寺、醍醐寺、平等院、宇
治上神社

疏水百選 琵琶湖疏水

７世紀に造営された大津京と平安京を結ぶ水の道と
も呼ばれており、殖産工業と市民の水道を供給する
ために、工学士 田辺朔郎の指揮の下に明治２３年
３月３０日に完成した延長８．７kmの疏水。

京都市

構造改革特区

国際競争力のあ
る観光地づくり

わたしの旅
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京都府

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

疏水百選 洛西用水
西京区から長岡京市に至る田畑を潤す幹線延長約２
０kmのかんがい用水で、昭和２６年に京都府によ
り１０ヶ所余りの井堰を統合し築造された。

地域再生
伝統技能と科学技術の融合に
よる先進的ものづくりのため
の人材育成計画

・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

ものづくり
地域新生コンソーシアム研究
開発事業

・楕円振動切削加工法を実現する超精密楕円振動切
削加工機を開発。次世代の電子光学デバイスを開発
する上で要求が高まっているものの、従来技術では
困難であった高硬度金型の超精密微細加工を実現。

京都市伏見区商店街
伏見港、伏見城、寺田屋等の史跡や酒蔵など、地域
資源が豊富。地元商店街や地域住民等との連携強化
により、これらの資源を活かしたまちづくり

　

京都錦市場商店街
「錦らしさ」・「錦ブランド」を次代へ継承発
展させる「錦にぎわいプロジェクト」の推進

　

福知山市 構造改革特区
福知山市福祉有償運送セダン
型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

都市再生

全国都市再生モデル調査
「「北東アジア地域情報館」構
築を目指した地域創造戦略調
査」

・自治体と大学が連携し、北東アジアとの産業
交流による起業・新商品の開発
・観光客誘致・人的交流の拡大
・ビジネス窓口の設置や海外企業とのマッチン
グ等を行う体制の整備

舞鶴市等

舞鶴市福祉有償運送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

まいづる『グリーンツーリズ
ムの郷』創造特区

・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認

・特例の全国化済
・舞鶴市の一部（農業
振興地域）

地域再生
舞鶴市「環境にやさしい循
環・共生のまち」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

綾部市福祉有償運送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

綾部市農村交流促進特区
・農家民宿における簡易な消防設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和

・特例の全国化済
・綾部市の一部（市街
化区域を除く区域）

地域再生
綾部市「人・街・里が輝く自
然豊かなまち」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区
宇治市福祉有償運送セダン型
車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

歴史と文化の相互関係を見聞
する世界遺産の旅

平等院

ほっこり京都・寺社仏閣ユニ
バーサルツアー

平等院

万葉の旅 平等院鳳凰堂

地域再生
「みどりゆたかな住みたい、
住んでよかった都市｣の創造

・汚水処理施設整備交付金

宮津市、京丹
後市、与謝野
町、伊根町

都市再生
全国都市再生モデル調査
「京都･丹後ｴｺﾈｯﾄﾜｰｸ/環境共生
地域ﾓﾃﾞﾙ調査」

・地域特性を活かした持続可能な環境共生型のまち
づくり
・新エネルギー導入のための重点プロジェクトの提案
・地元ＮＰＯの活動と連携した資源循環の取組の拡大

都市再生

全国都市再生モデル調査
「浜町におけるﾊﾟｰｸ&ｸﾙｰｽﾞを契
機とした観光･海園都市宮津の新
拠点づくりとまちなか観光の振
興」

・周辺の観光資源や歴史資源を活用したパーク
＆クルーズや、観光客をまちなかに誘導する歴
史文化資源を活用した社会実験
・観光拠点と市街地が一体となったまちづくり
の展開

18年度採択分

構造改革特区 宮津市福祉有償運送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

わたしの旅
大人の旅－日本の原風景を訪
ねて

籠神社、笠松公園

京都市

舞鶴市

綾部市

宇治市

宮津市

がんばる商店街77選

構造改革特区

構造改革特区

わたしの旅
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京都府

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

宮津市 地域再生
海園都市みやづ「天橋立・宮津
湾　智恵の環(わ)」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

亀岡福祉有償運送セダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

都市・農村ふれあい交流特区 ・市民農園の開設者の範囲の拡大 ・特例の全国化済

禅をたのしみ、茶をたしなむ
－国際派大和撫子を目指して

京都国際禅堂

大人の旅－日本の原風景を訪
ねて

楽々荘

わが国最古の鉄道物流ルート
を行く

遊覧船

地域再生
かめおか「住」と「水」環境
保全計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生
都市再生緊急整備地域
「京都久世高田・向日寺戸地
域」（２２ｈａ）

○JR新駅関連の都市施設，土地区画整理事業及
びキリンビール京都工場跡地の地区計画（再開
発等促進区，地区整備計画）を都市計画決定
（H１６．９）
○土地区画整理事業の認可（H１８．２）

構造改革特区 向日市幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

疏水百選 洛西用水

西京区から長岡京市に至る田畑を潤す幹線延長
約２０kmのかんがい用水で、昭和２６年に京
都府により１０ヶ所余りの井堰を統合し築造さ
れた。

都市再生
都市再生緊急整備地域
「長岡京駅周辺地域」（８ｈａ）

○長岡京駅東口地区再開発について、村田製作
所本社ビル完成（H16.9）
○長岡京駅西口地区再開発について、建築施設
竣工（４棟の内、３棟）(H17.4)
○長岡京駅西口地区再開発について、建築施設
竣工（４棟の内、残り1棟）(H18.1)

構造改革特区 長岡京市幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

構造改革特区 京丹後市福祉有償運送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

わたしの旅
大人の旅－日本の原風景を訪
ねて

琴引浜、経ヶ岬灯台

京丹後市「豊かな自然環境の
まち」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

人材育成及び新規事業開拓研修
を通じた地域産業の再生と雇用
機会の創出（京丹後市達人養
成・鉄人育成プロジェクト）

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

市民が主役「京丹後の魅力」
発信計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

構造改革特区
南丹市福祉有償運送セダン型
車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用
・南丹市の一部（旧園
部町、旧八木町）

わたしの旅
大人の旅－日本の原風景を訪
ねて

美山町北地区

立ち上がる農山漁村 美山町振興会 茅葺き民家を活用した日本一の田舎づくり 平成１６年度選定

大山崎町 構造改革特区 大山崎町幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

久御山町 構造改革特区
「久御山っ子」就学前、元気
で明るい給食特区

・公立保育所における給食の外部搬入容認

宇治田原町 地域再生
宇治田原町「快適な暮らしと
自然をまもる町」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

山城町・木津町・加茂町・精
華町福祉有償運送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

山城町農地いきいき活性化特区 ・農地取得後の農地下限面積要件の緩和 ・特例の全国化済

亀岡市

向日市

長岡京市

京丹後市

南丹市

山城町

構造改革特区

わたしの旅

地域再生

構造改革特区
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京都府

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生
全国都市再生モデル調査
「木津町東部地区都市再構築ビ
ジョン検討及び社会実験」

・多様な主体による社会実験や、基盤整備・地
域環境管理等にかかる技術開発･仕組みづく
り、事業化方策の検証

構造改革特区
山城町・木津町・加茂町・精
華町福祉有償運送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

構造改革特区
山城町・木津町・加茂町・精
華町福祉有償運送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

わたしの旅 万葉の旅 恭仁宮跡 特別賞

精華町 構造改革特区
山城町・木津町・加茂町・精
華町福祉有償運送特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注２）

京丹波町 構造改革特区
京丹波町福祉有償運送セダン
型車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

構造改革特区
交通弱者のための福祉有償運
送事業特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

わたしの旅
大人の旅－日本の原風景を訪
ねて

伊根浦、新井の千枚田

構造改革特区 与謝野町福祉有償運送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

わたしの旅
大人の旅－日本の原風景を訪
ねて

加悦

同一計画の区域

（注１）京都府、大阪府、奈良県にまたがる関西文化学術研究都市

（注２）山城町、木津町、加茂町、精華町

木津町

加茂町

伊根町

与謝野町
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大阪府

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生プロジェクト
「基幹的広域防災拠点の整備」

大阪圏における基幹的広域防災拠点の必要性も
含め、広域防災拠点の適正配置を検討

都市再生プロジェクト
「大都市圏におけるゴミゼロ型
都市への再構築」

大都市圏において廃棄物の発生抑制､資源としての
再使用､再利用を進め､資源循環の｢環｣を形成

都市再生プロジェクト
「大都市圏における国際交流・
物流機能の強化（空港）」

需要に応じた時機を逸することにない空港整備

都市再生プロジェクト
「大都市圏における環状道路体
系の整備」

大阪都心部に新たな環状道路を形成

都市再生プロジェクト
「大阪圏におけるライフサイエ
ンスの国際拠点形成」

ライフサイエンスの基礎から臨床研究、産業化
に至る総合的な国際拠点を形成

都市再生プロジェクト
「密集市街地の緊急整備」

密集市街地のうち特に危険な市街地（大阪約
2,000ha）について、今後10年間で重点整備

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境イ
ンフラの再生（自然環境の保
全）」

大都市圏における残されたまとまりのある自然
を保全｡このため､自然環境を総点検した上で､
施策を強化

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境イ
ンフラの再生（水循環系再生構
想）」

ﾓﾃﾞﾙ流域を選定し､水循環系再生構想の策定に
着手

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境イ
ンフラの再生（海の再生）」

水質汚濁が慢性化している大都市圏の｢海｣の再生

「大都市圏における都市環境イ
ンフラの再生（水都大阪の再
生）」

都心部の河川について沿川のまちづくりと一体
となった再生構想を策定。先行的に道頓堀川の
環境整備を推進

都市再生プロジェクト
「琵琶湖・淀川流域圏の再生」

歴史･文化を活かし自然と共生する流域圏･都市
圏の再生の実現

都市再生プロジェクト
「大阪圏におけるロボット産業
拠点形成」

安全・安心の確保など家庭・福祉等の分野で利
用され、生活支援に資するロボット産業の拠点
を形成

全国都市再生モデル調査
「市街化区域内の空閑地を活か
し､｢地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰ｣をﾘﾌﾚｯｼｭ ~地
域住民が力を合わせ､暮らしやす
い･住みたくなるまちづくり~」

・市街化区域内の空閑地をまちづくりの種地と
して有効活用
・ワークショップでコミュニティーガーデンの
モデルプランづくり
・地域住民が主体となったクラブ組織が誕生

全国都市再生モデル調査
「ＩＴ（ＩＣタグ）を活用した
生徒の安全・安心確保システム
構築事業」

・ＩＴ技術による位置情報を活用した児童生徒
の登下校時の安全確保システムの開発
・教職員・保護者・自治会・警察等の連絡体制の構築

障害者に対する職業能力開発
ＩＴ特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除

けいはんな学研都市知的特区

・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化
・公道におけるロボット歩行等実験の許可の円滑化
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・大学設置における校地面積基準の引き下げ
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

大阪市、泉佐
野市

都市再生
全国都市再生モデル調査
「｢外国人が快適に観光できるま
ち･大阪｣実現化方策調査」

・IPテレビ電話による多言語対応の逐次通訳システム

・音声認識による自動翻訳システム
・外国人旅行者のナビゲーションシステム

都市再生

構造改革特区

大阪府
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大阪府

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生プロジェクト
「大都市圏におけるゴミゼロ型
都市への再構築」

大都市圏において廃棄物の発生抑制､資源としての
再使用､再利用を進め､資源循環の｢環｣を形成

都市再生プロジェクト
「大都市圏における国際交流・
物流機能の強化（港湾）」

大都市圏の国際港湾において､港湾の24時間ﾌﾙ
ｵｰﾌﾟﾝ化や輸出入等の手続きのﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ化､
国際ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ機能強化を推進

都市再生プロジェクト
「大阪圏におけるライフサイエ
ンスの国際拠点形成」

ライフサイエンスの基礎から臨床研究、産業化
に至る総合的な国際拠点を形成

都市再生プロジェクト
「都市における既存ストックの
活用」

大阪御堂筋をゆとりとにぎわいを持った都市空
間として再生

「大都市圏における都市環境イ
ンフラの再生（水都大阪の再
生）」

都心部の河川について沿川のまちづくりと一体
となった再生構想を策定。先行的に道頓堀川の
環境整備を推進

都市再生プロジェクト
「大阪圏におけるロボット産業
拠点形成」

安全・安心の確保など家庭・福祉等の分野で利
用され、生活支援に資するロボット産業の拠点
を形成

都市再生プロジェクト
「地球温暖化対策・ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対
策の展開」

「大阪駅周辺。中之島、御堂筋周辺地域」をモ
デル地域として選定（17.4）

都市再生プロジェクト
「都市の安全・安心の再構築」

「大阪市ミナミ地区」をモデル的取組の展開を
図る地区として位置づけ(17.6)

都市再生緊急整備地域
「難波・湊町地域」（３１ｈａ）

〈湊町地区〉
○商業施設がオープン(H１６．８)
○業務施設（難波サンケイビル）がオープン(H１
７．７)
〈難波地区〉
○複合型商業施設「なんばパークス（第1期）」竣
工（H１５．１０）
○なんばパークス二期事業について、民間都市再生
事業計画に認定（Ｈ１７．８）
○なんばパークス第二期開業予定(H19春)

都市再生緊急整備地域
「阿倍野地域」（２１ｈａ）

○阿倍野地区第二種市街地再開発事業A1地区
A2棟の事業協力者決定（H１６．９）
○都市計画変更(H１７．９)

都市再生大阪市

都市再生緊急整備地域
「大阪駅周辺・中之島・御堂筋
周辺地域」（４８５ｈａ）

〈大阪駅北地区〉
○用途地域、地区計画決定（H１８．2）
○大阪駅北地区ナレッジ・キャピタル地区開発事業
者決定（H１８．5）
〈大阪駅周辺〉
○大阪駅改良工事着工（H１6．3）
○大阪駅周辺について、都市再生特別地区決定（Ｈ
１８．１）
〈角田地区〉
○角田町地区について、都市再生特別地区決定（Ｈ
１７．３）
〈西梅田地区〉
○第二吉本ビルディング（ヒルトンプラザウエス
ト）竣工（H１６．１０）
○梅田阪神第2ビルディング（ハービスエント）竣
工（H１６．１１）
〈梅田２丁目地区〉
○梅田二丁目地区について、都市再生特別地区決定
（Ｈ１７．３）
〈中之島地区〉
○中之島新線の工事着工（H１５．５）
○中之島３丁目再開発(１期)竣工、河川水を利用し
た地域冷暖房運用開始（H１６．１２）
〈淀屋橋地区〉
○淀屋橋地区について、都市再生特別地区決定（Ｈ
１６．１２）
○淀屋橋地区第１種市街地再開発事業の施行認可(H
１７．６)
〈心斎橋筋一丁目地区(心斎橋そごう)〉
○心斎橋筋一丁目地区について、都市再生特別地区
決定（Ｈ１５．２）
○「そごう心斎橋本店」オープン(H１７．９)

162



大阪府

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生緊急整備地域
「大阪コスモスクエア駅周辺地
域」（１５４ｈａ）

○咲洲コスモスクエア地区都市再生整備計画の
策定（H１７．３）

全国都市再生モデル調査
「空きオフィスの住宅等へのコ
ンバージョンを通じた都市再生
調査」

・職住近接やＳＯＨＯなど多様化する居住ニー
ズへの対応
・空きオフィス等の既存建築ストックの有効活用
・都心居住の促進による都市の活性化

全国都市再生モデル調査
「御堂筋地域(長堀･心斎橋･南船
場)街づくり実施計画の策定」

・御堂筋地域における船場建築線後退部分の活
用のあり方
・芦池小学校跡地利用のあり方
・公開シンポジウムを通して地元の意見交換

全国都市再生モデル調査
「子どもたちの計画参加をトリ
ガーとする段階的まちづくりの
モデル調査」

・在来臨海部の土地利用転換を段階的に推進
・子どもたちの計画参加などによる開かれた地
域のイメージづくり
・暫定施設を活用した、子どもたちが参加する
先行的な賑わいづくり

全国都市再生モデル調査
「東横堀川から船場を考える」

・地域住民による地域住民おける課題や意識の
共有
・地域住民とNPO団体、学校との協働の取り組
みへのきっかけ作り
・地域住民による地域住民おけるまちづくり構
想案の策定

全国都市再生モデル調査
「西成地区密集市街地再生ト」

・密集市街地における街区単位での住環境整備
・既存木賃住宅の新しい事業モデルの検討
・まちづくり推進を担うコミュニティディベ
ロッパーの提案

全国都市再生モデル調査
「大和川再生プログラム調査」

・治水（災害に強い都市構造の構築）
・環境（国、府と関係市及び住民が連携した水
辺環境の形成）
・まちづくり（大和川を地域軸とした都市再生）

大阪市等

全国都市再生モデル調査
「密集市街地において建物など
の歴史的資源を生かし､災害に対
し安心して暮らせるまちづく
り」

・地区の魅力資源を生かした「野田ええとこ
100選」の作成
・既存長屋のリフォーム案の提案
・地区に存在する空地についての整備計画の検討

全国都市再生モデル調査
「休日もにぎわう官公庁街づく
りﾓﾃﾞﾙ調査」

・まちづくり団体から官公庁街一帯の機関等へ
協働を呼びかけ
・まちをもっと知る学習会やまちともっと親し
むワークショップ
・官公庁街一帯のにぎわいづくりイベント

全国都市再生モデル調査
「大阪駅周辺の鉄道乗換え利便
性向上に向けた検討調査」

・鉄道駅間の乗り継ぎ経路の確保と誘導案内の充実
・大阪駅周辺での開発にあわせた流動の変化への対応

全国都市再生モデル調査
「上町台地における都心居住ﾘｰ
ﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ策定調査」

・まちづくりに関わるＮＰＯ組織等との連携・
協働
・地域の居住魅力の向上
・魅力向上に役立つ住情報の発信

全国都市再生モデル調査
「水都大阪「水辺ウォーク」プ
ロジェクト」

・河川周辺の史跡・文化施設などと川を遊歩
道・散策路などで有機的に結びつけ水辺を癒し
の空間として活用
・また大阪の歴史、文化を学ぶ空間として、観
光資源としての活用

全国都市再生モデル調査
「八軒家浜の運営管理に関する
調査」

・舟運を資源として活かし、舟運の復活と関連
する広域連携による共同事業やイベントの開催
・民間セクターによる船着場及び関連施設の運
営管理について調査

全国都市再生モデル調査
「歓楽街における安全なまちづ
くりの推進調査」

・官民連携により違法駐車の取り締まりや、不
足する駐車・駐輪場等の整備、繁華街内の道路
の防犯環境性能の評価と改善方策の検討

全国都市再生モデル調査
「エネルギー的観点からみた環
境性向上に資するのまちづくり
検討調査」

・地元自治体とエネルギー事業者等との連携に
より、先進的なエネルギーマネジメントシステ
ムについてのフィジビリティスタディを実施。

都市再生大阪市
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大阪府

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

全国都市再生モデル調査
「地域活動グループと大学等の
協働による＜学びの場＞を核と
する都心再生調査」

・地域活動グループと、大学等との連携によ
り、空き店舗や空きオフィス、空きギャラリー
の利活用の方策を検討
・船場の将来のビジネス等を担う人材の育成

全国都市再生モデル調査
「住商混在の既成市街地におけ
る住民提案型のまちづくりのた
めの方策検討」

・住民による「災害に強いまちづくり」の提案
・地域防災まちづくりマップの作成やまちづく
り方策の検討
・防災・減災のまちづくりの実現

18年度採択分

全国都市再生モデル調査
「地域住民と協働した路地まち
づくりによる豊かな生活空間の
保存･再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」

・非道路の路地を含む地区において防災のルールづ
くり
・路地の道路指定による路地内での建替を促進
するモデルの検討
・昔ながらの街並みを活用した防災まちづくりの実現

18年度採択分

全国都市再生モデル調査
「府営公園を核とした地域環境
美化と雇用創出へ向けた取組」

・公園を活用した地域環境美化の担い手の育成
や協働の仕組みづくり
・ホームレスや障害者などの就職困難者の雇
用・就労支援を検討
・地域の雇用創出と環境改善

18年度採択分

全国都市再生モデル調査
「市民による環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑの
構築検討調査」

・釣り人や市民の参加による専門家と連携した
水質・海象・指標生物などの環境モニタリング
調査
・大阪湾再生の担い手拡大

・大阪市等
・18年度採択分

ビジネス人材育成特区

・夜間大学院における留学生の受入れ
・学校設置会社による学校設置
・校地、校舎の自己所有を要しない大学等設置
・校地、校舎の自己所有を要しない専修学校等設置
・運動場に係る要件の弾力化による大学設置
・講座修了者に対する初級システムアドミニスト
レータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除

国際交易特区

・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・特定埋立地の所有権移転制限期間の短縮（１０年
→５年）
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備

・大阪市の一部（此花
区、港区、大正区、住
之江区）

天神天満地域文化・イベント
発信事業

観光ルネサンス事業

中国友好都市からの教育旅行の
招請及びＴＶ特別番組の放映

ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業
平成18年度予定 教育
旅行誘致･友好都市(上
海市)

わたしの旅
日本列島と大陸を結ぶ、海の
道を訪ねる旅

住吉大社

ものづくり
関西フロントランナープロ
ジェクト（旧・情報系クラス
ター振興プロジェクト）

情報家電向け音声コンテンツダウンロードボー
ドの開発・製品化

粉浜商店街

アーケード等のハード面のリニューアルによ
り、買物客の安全性の向上を図る。近隣の神社
と連携したイベントにより賑わいを創出する商
店街

　

天神橋三丁目商店街

個々の店舗経営者及び後継者に対し、店舗レイ
アウトから、店舗運営計画、店舗ディスプレイ
にいたる、繁盛店の創造計画を実務を交えて指
導し、若手人材を育成

　

福島聖天通商店街
地域固有の資源「聖天さん」を活用した街づく
り事業。占いで集めたお客さんの心をつかむ商
売に、商店街ならではの知恵を活かす

　

堺市、和泉市 都市再生
全国都市再生モデル調査
「ｱｰﾄを活用したまちづくりﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ」

・アート（ダンス、現代美術）による地域社会の活
性化
・共通のテーマでの、行政、企業、教育機関、
NPO等の協働
・アーティストにとって新しい創造環境の提供

都市再生

構造改革特区

国際競争力のあ
る観光地づくり

がんばる商店街77選

大阪市
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大阪府

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境イ
ンフラの再生（臨海部における
緑の拠点形成）」

大阪湾堺臨海部の公有地を森として整備。隣接
する低未利用の企業保有地を長期にわたり暫定
利用することにより緑地の拡大

都市再生緊急整備地域
「堺鳳駅南地域」（７０ｈａ）

○地区計画（再開発等促進区）の都市計画決定
(H１７．８)
○防災公園工事竣工（H１８．３）

都市再生緊急整備地域
「堺臨海地域」（９５ｈａ）

○（仮称）堺第２区臨海部開発事業について、
民間都市再生事業計画に認定（Ｈ１７．２）
○商業アミューズメント施設部分開業（H１
８．３）

都市再生緊急整備地域
「堺東駅西地域」（２７ｈａ）

○合同庁舎整備推進事業において、大阪地方裁
判所堺支部・大阪家庭裁判所堺支部庁舎一部解
体工事完了（H１７．３）

全国都市再生モデル調査
「堺市北部地域都市再生モデル
調査」

・住民主体の話し合いの場（関係）づくりと人材発掘

・まちづくりを考えていくための環境づくり
・まちを知る（まちの内外から）

全国都市再生モデル調査
「都市空間の劇場化の検討」

・当事者（そこで暮らす人たち）による問題提
起と当事者意識の醸成
・ハードの整備とソフトの構築という２つの視
点での課題の検討
・未来へ続く具体的プランニングとそれを支え
る体制の構築
・まちづくり交付金採択（18年度）（堺都心に
ぎわい交流地区）

全国都市再生モデル調査
「ﾐﾆ人工干潟による生物生息空
間形成調査」

・リサイクル材を活用した可動式ミニ干潟によ
る生物生息空間の形成
・ミニ干潟の観察会を通して、小学生対象の海
域環境学習会を実施
・市民参画型の大阪湾再生プロジェクト

全国都市再生モデル調査
「都市水路（狭山池・仁徳陵
ネットワーク再生水路）調査～
水辺をむすび観光資源化を目指
したまちづくり」

・都市内水路について、関係機関の連携によ
り、既存の未利用の水資源をネットワーク化
・観光上の資源、環境学習の対象、緊急用水源
として水環境の保全・再生を検討

全国都市再生モデル調査
「森づくり活動を通して展開す
る市街地における緑化推進」

・地域住民と行政の協働により、市民主体でき
めの細かい植栽管理を実施。
・高齢者の生きがいとともに街の緑化について
市民の関心を高める。

全国都市再生モデル調査
「町衆による堺旧港周辺活性化
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」

・人と環境にやさしい交通の実証実験
・まちづくりガイドライン策定に向けた調査
・市民主体の地域活性化

18年度採択分

さかい新時代ものづくり特区
・移転促進地域からの除外による事業者の交流
連携の促進

・特例の全国化済
・堺市の一部（工業再
配置促進法第二条第一
項に規定する移転促進
地域）

さかいバリュアブル・スタッ
フ特区

・地方公務員に係る臨時的任用期間の延長

さつき野小中一貫キャリア教
育特区

・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）
・堺市の一部（さつき
野小学校、さつき野中
学校の校区）

ハイテク産業創造特区
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化

・堺市の一部（大阪府
立大学）
・同一計画の区域（注３）

大阪をたがやそう特区
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

地域再生 「自由都市・堺」再生計画

・地域再生支援のための「特定地域プロジェク
トチーム」の編成
・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
・日本政策投資銀行の低利融資等

岸和田市 構造改革特区 大阪をたがやそう特区
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

都市再生

構造改革特区

堺市
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大阪府

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生緊急整備地域
「千里中央駅周辺地域」（１５
ｈａ）

○千里中央地区再整備事業コンペ事業協定の締
結、土地・建物等売買契約の締結（H17.9）
○千里中央地区再整備事業の建物解体工事着手
(H18.2)

全国都市再生モデル調査
「成熟都市におけるコミュニ
ティ・ディベロップメント手法
開発モデル調査」

・商店街の再構築にコミュニティディベロップ
メント手法の導入
・文化芸術系インキュベーション施設の効果的な運営

・住民意見を反映した規制誘導措置を調査
・まちづくり交付金採択（18年度）（豊中駅周辺
地区）

全国都市再生モデル調査
「千里ﾆｭｰﾀｳﾝの再生に向けた"普
段着の智恵の交流"」

・ニュータウン内の市民活動ネットワークによ
るコミュニティの活性化
・住み替え支援による千里ニュータウンの再生

18年度採択分

バイオメディカル・クラス
ター創成特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・豊中市の一部（国立
大学法人大阪大学、千
里ライフサイエンスセ
ンター）
・同一計画の区域（注４）

障害者の地域生活支援特区 ・知的障害者グループホームの定員要件の緩和

地域再生
大阪国際空港周辺地域における
移転跡地の有効活用による「ま
ちづくり」と「産業再生」計画

・地域再生支援のための「特定地域プロジェク
トチーム」の編成

がんばる商店街77選 豊中市内５商店街等

商店街等の個々のお店にスポットライトをあ
て、「あきんＤＯクラブ」による商業者を育
成・支援。きらりと光る個店の魅力を集め商業
集積全体を活性化

　

池田市 構造改革特区 「教育のまち池田」特区
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・市町村負担教職員任用の容認

吹田市、豊中
市

都市再生 ニュータウン再生
居住者ニーズの変化に対応したニュータウン再
生活性化方策検討

バイオメディカル・クラス
ター創成特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・吹田市の一部（国立
大学法人大阪大学、国
立循環器病センター）
・同一計画の区域（注４）

美のまち　すいたＩＴ活性化
特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除

大阪元気コミュニティ創造特区
・「地域通貨」を発行するNPO等への事前登録
要件の緩和

・同一計画の区域（寝
屋川市）

泉大津市 構造改革特区 泉大津市立駐車場運営特区 ・駐車場料金の設定・変更手続きの容易化
・特例の全国化済
・泉大津市の一部(泉大
津駅東地区)

都市再生緊急整備地域
「高槻駅周辺地域」（３４ｈａ）

○大学町地区について、都市再生特別地区決定
（Ｈ１６．１２）
○(仮称)ＪＲ高槻駅北北東地区市街地整備事業
地域に関西大学が進出表明（H１７．２）

全国都市再生モデル調査
「「芥川・ひとと魚にやさしい
川づくり」プロジェクト」

・市民等の参加を得て魚道の整備、整備前後の
生物調査・改良を図り農業用水、山との連携
・堤外地にあるスポーツ広場を近接する廃校跡
地に移転し親水公園として再生

構造改革特区 大阪をたがやそう特区
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

立ち上がる農山漁村 大阪府森林組合 木質ペレットの製造とその活用 平成１６年度選定

貝塚市 地域再生
企業誘致のインパクトを活か
した雇用機会創出事業計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

構造改革特区

都市再生

都市再生

構造改革特区

吹田市

高槻市

豊中市
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大阪府

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生プロジェクト
「地球温暖化対策・ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対
策の展開」

「守口市大日地域」をモデル地域として選定
（17.4）

都市再生緊急整備地域
「守口大日地域」（８０ｈａ）

○三洋電機・大日地区開発計画について、民間
都市再生事業計画に認定（Ｈ１６．３）
○商業施設工事着工(H１７．７)
○住宅ゾーン整備工事着工（H１７．１０）

都市再生プロジェクト
「ＰＦＩ手法の一層の展開」

○国家公務員宿舎整備事業（枚方住宅）につい
て、民間事業者と事業計画を締結（H１６．２)

全国都市再生モデル調査
「淀川舟運の再生を通じた枚方
中心市街地活性化構想調査」

・災害緊急用の船着場を平常時に活用した舟運の再生

・淀川舟運の再生を通じた枚方中心市街地の活
性化

全国都市再生モデル調査
「「自転車で最も生活しやすい
モデル都市づくり」構想策定調
査」

・行政間の連携で安全で利便性の高い自転車
ネットワークの構築
・放置自転車、走行環境等の自転車問題全般に
ついて総合的な対応
・行政、大学、ＮＰＯ、住民が連携したモデル
地区での実践検証

枚方市等

福祉移送サービス特区 ・NPOボランティア輸送によるセダン車の使用

大阪をたがやそう特区
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

枚方市小中一貫英語教育特区
・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）
・特区研究開発学校における教科書の早期給与

枚方市東部区域再生計画 ・汚水処理施設整備交付金
・枚方市の一部（東部
区域）

枚方市地域活性化支援計画 ・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

都市再生プロジェクト
「地球温暖化対策・ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対
策の展開」

「茨木市・箕面市彩都地域」をモデル地域とし
て選定（17.4）

全国都市再生モデル調査
「歩いて暮らせる楽しいまちづ
くりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ~大学と地域の連
携による中心市街地の再生に向
けて~」

・大学等の連携の下、既存ストックを活用した
まちなみ景観・賑わいの演出
・交通渋滞、環境悪化の緩和の検討
・歩いて楽しいまちづくりの実現

18年度採択分

バイオメディカル・クラス
ター創成特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・茨城市の一部（彩都
ライフサイエンスパー
ク）
・同一計画の区域（注４）

大阪をたがやそう特区
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「地域再生を支援する住工共存
型都市環境創造に向けた実践調
査」

・自治会・企業の協力を得ながら地域の現状等詳細
調査
・アンケート調査をもとに「地域資源マップ」
「地域課題集」を作成
・「住工共存環境」創造を図るための方向性検
討・実践的施策の提案

八尾市等

疏水百選 大和川分水　築留掛かり
大和川の付替え（300年前）と同時に築造され
た歴史のある水路であり、農業用水だけでなく
環境・景観を保全するため年中通水している。

地域再生
『ものづくりのまち・八尾』
担い手育成計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

泉佐野市 構造改革特区 国際交流特区
・臨時開庁手数料の軽減
・公有水面埋立地の用途変更等の柔軟化

・特例の全国化済
・泉佐野市の一部（関西
国際空港、りんくうタウ
ン）
・同一計画の区域（注５）

構造改革特区

地域再生

都市再生

構造改革特区

都市再生

都市再生

守口市

枚方市

茨木市

八尾市
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大阪府

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

「学びのまち富田林」特区
・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）
・市町村負担教職員任用の容認

大阪をたがやそう特区
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

わたしの旅
太平記「南朝」ゆかりの地を
訪ねて

楠妣庵

都市再生緊急整備地域
「寝屋川市駅東地域」（１１ｈａ）

○寝屋川市駅東地区市街地再開発事業の事業協
力者決定(㈱大林組)（H１７．９）

都市再生緊急整備地域
「寝屋川萱島駅東地域」（４９
ｈａ）

老朽住宅の共同化、協調化等による更新によ
り、良好な住環境の確保と災害に強い住宅市街
地の形成を検討

全国都市再生モデル調査
「自主防災から始める緊急対応
型防災まちづくり」

・GISを活用した建物延焼・道路閉塞シミュ
レーションを実施
・ワークショップでまちの課題を整理し、防災
マップ等を作成
・住民の防災意識を高め、自助・共助による防
災まちづくりを推進

寝屋川市等

全国都市再生モデル調査
「「寝屋川市におけるゲーム・
ＣＧを活用したまちづくり～
ゲームでつくる人・まち・み
ち」構想策定調査」

・大学のIT等の先端技術を活用し都市の課題に
直結した技術開発やゲームの教育や福祉分野で
の活用を検討
・地域の産業の活性化にも効果を期待

寝屋川市小中学校英語教育特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

大阪元気コミュニティ創造特区
・「地域通貨」を発行するNPO等への事前登録
要件の緩和

・同一計画の区域（吹
田市）

地域再生
市民がふれあい、いきいきと活
動できるまち・寝屋川づくり

・公共施設を転用する事業へのリニューアル債
の措置

わたしの旅
太平記「南朝」ゆかりの地を
訪ねて

千早城、歓心寺

地域再生
いわわき農と緑のふるさと地
域再生計画

・道整備交付金

都市再生

全国都市再生モデル調査
「｢あなたのｺﾞﾐほんまにｺﾞﾐ?地
域の資源やで｣資源として使える
物の調査」

・地域でごみの再利用や削減に取り組むゴミコー
ディネーターの育成
・商店街の空き店舗を活用した「ゆずりたいもの見
本市」等を実施
・ごみを資源として地域で有効活用する市民参加シ
ステムの構築

18年度採択分

構造改革特区
大東市生活核都市・先端産業
都市形成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除

大東市生活環境再生計画 ・汚水処理施設整備交付金
・大東市の一部（山
間、山麓地域）

いきいき大東っ子育て環境充
実計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

大東市地域ぐるみの産業づく
りによる雇用拡大計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

ハイテク産業創造特区
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化

・和泉市の一部（テク
ノステージ和泉、大阪
府立産業技術総合研究
所）
・同一計画の区域（注３）

大阪をたがやそう特区
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

箕面市 都市再生
都市再生プロジェクト
「地球温暖化対策・ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対
策の展開」

「茨木市・箕面市彩都地域」をモデル地域とし
て選定（17.4）

地域再生

構造改革特区

構造改革特区

都市再生

寝屋川市

構造改革特区

河内長野市

大東市

和泉市

富田林市
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大阪府

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生
全国都市再生モデル調査
「大阪の交通動脈「新御堂筋」
再生戦略策定調査」

・ITを活用した総合交通情報システムの検討
・民間企業や地元商店街と連携したレンタサイ
クル社会実験
・緑の環境軸の形成、沿線主要拠点の活性化方策の
検討

箕面市等

構造改革特区 箕面市きめ細やかな教育特区 ・市町村負担教職員任用の容認 ・特例の全国化済

柏原市 疏水百選 大和川分水　築留掛かり
大和川の付替え（300年前）と同時に築造され
た歴史のある水路であり、農業用水だけでなく
環境・景観を保全するため年中通水している。

門真市 都市再生
全国都市再生モデル調査
「地域の資源を活かした地域共
生型まちづくり」

・住民に対し、地域資源の再認識・再発見への啓発
活動
・医療・福祉施設とまちづくりとの連携
・公民パートナーシップによる小規模連鎖型ま
ちづくりの実施

藤井寺市 都市再生

全国都市再生モデル調査
「遣唐留学生「井真成」の歴史
遺産を新たに市民のシンボルと
した市の活性化」

・藤井寺市出身とされる遣唐留学生「井真成」
の墓誌の里帰り展を実施
・歴史遺産を活用した観光・教育プログラム開発
・日中友好交流の推進と官民協働による市の活
性化

東大阪市、八
尾市

都市再生
全国都市再生モデル調査
「ものづくり産業を再生する都
市戦略調査」

・産業集積地における住工混在状況の実態を調査。
・地元企業や銀行、不動産業など幅広いヒアリ
ングを実施。
・地域を住工混在状況等から類型化し、施策の
方向性をまとめた。

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

防犯まちづくり

全国都市再生モデル調査
「｢関空を活用した中小企業の物
流円滑化ﾓﾃﾞﾙ事業｣」

・２４時間空港である関西国際空港を活用した小口
巡回集荷方式による共同集荷システムを確立
・コスト削減による地域産業の国際競争力の向上

18年度採択分

構造改革特区 東大阪市モノづくり再生特区
・移転促進地域からの除外による事業者の交流
連携の促進

・特例の全国化済
・東大阪市の一部（工業再
配置促進法第二条第一項に
規定する移転促進地域）

疏水百選 大和川分水　築留掛かり
大和川の付替え（300年前）と同時に築造され
た歴史のある水路であり、農業用水だけでなく
環境・景観を保全するため年中通水している。

地域再生 東大阪モノづくり人材育成計画 ・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「大阪湾ダイビングスポット創
造プロジェクト」

・地元小学生が育成した水質浄化作用のあるア
マモの苗をボランティアダイバーとともに移植
・大阪湾に関する都市住民の理解を深め自発的
環境行動を促す学習活動等を実施
・親水空間の創出・保全を図り観光資源としての活用

泉南市等

構造改革特区 国際交流特区
・臨時開庁手数料の軽減
・公有水面埋立地の用途変更等の柔軟化

・特例の全国化済
・泉南市の一部（関西国
際空港、りんくうタウ
ン）
・同一計画の区域（注５）

四條畷市 都市再生

全国都市再生モデル調査
「｢安全･安心で快適な住環境｣を
ﾃｰﾏに学研都市の魅力を高めるた
めの調査」

・シックハウス等に対応したモデル住宅の検討
・住環境が健康に与える影響等についての検討
・産業創生と生活者にやさしいまちづくりの実現

・四条畷市等
・18年度採択分

大阪狭山市幼・保一元化特区 ・幼稚園児と保育所児の合同活動 ・特例の全国化済

大阪をたがやそう特区
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

島本町英語教育特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

大阪をたがやそう特区
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

豊能町 構造改革特区 大阪をたがやそう特区
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・同一計画の区域（注２）

構造改革特区

都市再生

構造改革特区

東大阪市

泉南市

大阪狭山市

島本町

箕面市
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大阪府

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

能勢町 地域再生
「文化芸術による創造のま
ち・のせ浄瑠璃の里」計画

・文化芸術による創造のまち支援事業の活用

田尻町 構造改革特区 国際交流特区
・臨時開庁手数料の軽減
・公有水面埋立地の用途変更等の柔軟化

・特例の全国化済
・田尻町の一部（関西国
際空港、りんくうタウ
ン）
・同一計画の区域（注５）

同一計画の区域

（注１）京都府、大阪府、奈良県にまたがる関西文化学術研究都市

（注２）堺市、岸和田市、高槻市、枚方市、茨木市、富田林市、和泉市、大阪狭山市、島本町、豊能町

（注３）和泉市の一部（テクノステージ和泉、大阪府立産業技術総合研究所）、堺市の一部（大阪府立大学）

（注５）泉佐野市の一部（関西国際空港、りんくうタウン）、泉南市の一部（関西国際空港、りんくうタウン）、田尻町の一部（関西国際空
港、りんくうタウン）

（注４）吹田市の一部（国立大学法人大阪大学、国立循環器病センター）、豊中市の一部（国立大学法人大阪大学、千里ライフサイエンスセン
ター）、茨木市の一部（彩都ライフサイエンスパーク））
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兵庫県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

ひょうごＩＴエキスパート育
成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

ひょうご狩猟免許取得推進特区 ・網又はわなを指定しての狩猟免許取得の可能化

都市再生プロジェクト
「大阪圏におけるライフサイエ
ンスの国際拠点形成」

ライフサイエンスの基礎から臨床研究、産業化
に至る総合的な国際拠点を形成

都市再生プロジェクト
「大阪圏におけるロボット産業
拠点形成」

安全・安心の確保など家庭・福祉等の分野で利
用され、生活支援に資するロボット産業の拠点
を形成

都市再生緊急整備地域
「神戸ポートアイランド西地
域」（２７３ｈａ）

○神戸海上新都心（旧PC）一部土地の譲受者
決定(H１５．３～１６．１１)
○スポーツ・レクリエーション緑地余暇関連施
設用地借受人決定（H１６．７)

都市再生緊急整備地域
「神戸三宮駅南地域」（４７ｈａ）

○三宮駅前第１地区について、都市再生特別地
区決定（Ｈ１６．３）
○三宮駅前第１地区都市再生事業について、民
間再生事業計画に認定（Ｈ１７．２）

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

防犯まちづくり

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

高齢者安心まちづくり

全国都市再生モデル調査
「くるくるおでかけネットワー
クプロジェクト」

・丘陵部住宅地での高齢化問題等を抱えた交通
不便地区
・公共交通をﾃｰﾏに市民・企業・大学・行政・
ＮＰＯが連携
・市民主体のコミュニティバス実現のための潜
在需要発掘

全国都市再生モデル調査
「高齢者向け住宅・施設に関す
る情報提供・相談体制の整備」

・高齢者向けの住宅・施設情報の一元化及びデータ
ベース化
・神戸・すまいるナビを活用した情報提供の試行
・「高齢者のすまい」セミナー・相談会の開催
・まちづくり交付金採択（16年度）（神戸中央地区）

全国都市再生モデル調査
「西の浅草・神戸新開地『アー
トビレッジ』復興プロジェクト
～まちづくりNPOのコーディ
ネートによる事業推進計画～」

・まちづくりのコンセプトを端的に表現できる
核施設づくり
・比較的短期間での投資資金回収ができるよう
な事業設計
・民間企業などに対して、地域が提案する計画

全国都市再生モデル調査
「みなと神戸・ポートルネサン
ス～次世代のみなとまちづくり
への検討調査」

・みなと神戸のポテンシャルの発掘
・観光集客のための再整備
・既存施設の再利用による創造空間の創設のた
めの調査

全国都市再生モデル調査
「立地施設と連携した神戸海上
新都心構想実現に向けた調査」

・旧埠頭用地の土地利用再編におけるまちづく
りの課題抽出
・課題に対応する具体的方策の検討
・立地施設の核となる大学と連携した構想の実現

全国都市再生モデル調査
「神戸市中央区都市水路計画調
査検討業務～自然の回廊を配し
たまちづくり」

・トンネル湧水など利活用不十分な水資源を活
用し、水に親しむ情景の創出

全国都市再生モデル調査
「郊外団地における元気高齢者
参加型の多世代共生ｼｽﾃﾑの構
築」

・働き手としての元気な高齢者の参加の下、居
住者への生活支援、他世代交流等を促進
・地域コミュニティの活性化

・18年度採択分
・同一計画の区域（明
石市）

ニュータウン再生
居住者ニーズの変化に対応したニュータウン再
生活性化方策検討

・同一計画の区域（明
石市）

自律的移動支援プロジェクト
ＩＣタグを活用した情報・案内誘導システムの
大規模な実証実験

兵庫県

神戸市

構造改革特区

都市再生
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兵庫県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

国際みなと経済特区

・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国企業支店等の開設準備を行うビジネスマンへ
の在留資格付与
・学校設置会社による学校設置
・校地、校舎の自己所有を要しない大学等設置
・外国企業支店等の開設準備を行うビジネスマンへ
の在留資格付与
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備

・神戸市の一部

先端医療産業特区

・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国企業支店等の開設準備を行うビジネスマンへ
の在留資格付与
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・神戸市の一部（ポー
トアイランド及び神戸
大学）

人と自然との共生ゾーン特区

・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認
・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和

・神戸市の一部

六甲有馬観光特区

・地域参加型の公共交通利用促進計画に基づく
交通規制の実施
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化

・神戸市の一部（東灘
区、灘区、中央区、北
区（国立公園、有馬
町））

地域再生
こうべ「健康を楽しむまちづ
くり」構想～安心で健やかな
地域社会をめざして～

・「高齢者活力創造」地域再生プロジェクトの
推進
・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

国際競争力のあ
る観光地づくり

中国友好都市からの教育旅行の
招請及びＴＶ特別番組の放映

ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業
平成18年度予定 教育
旅行誘致･友好都市(天
津市)

わたしの旅 万葉の旅 処女塚、求女塚 特別賞

東播用水

受益地8,040haの有数な農業地帯であり、「丹波
黒大豆」などの特産づくり、酒米の王様「山田錦」
を中心とした水田農業、施設園芸など多様な農業が
展開されている。

淡山疏水

水に恵まれない自然条件のもと、林や丘を切り開
き、ため池等でかんがい用水を確保して農耕社会を
営んできた。現在は総延長は37.3㎞にも及び
2,500haの農地をかんがいしている。

ものづくり
関西フロントランナープロ
ジェクト（旧・情報系クラス
ター振興プロジェクト）

端末同士が直接通信を行う次世代アドホック通
信システムの開発・製品化

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
震災により被害を受けた市街地の復興事業と連
携し、都市計画事業の中で、市街地の再整備及
び商業等の活性化を図る。

がんばる商店街77選 神戸市内１１商店街等
「お好み焼」や「ぼっかけ」をきっかけとした
「食のまち」として活気が復活。修学旅行生受
け入れ等、様々なソフト事業に注力

　

都市再生

全国都市再生モデル調査
「姫路市都心地区における都
市環境改善へ向けた歩行者専
用・優先ゾーン形成調査」

・中心市街地における移動の容易性、にぎわい
の創出
・歩行者・自転車専用ゾーンや案内システムの
整備
・まちづくり交付金採択（18年度）（姫路市都
心地区）

構造改革特区 環境・リサイクル経済特区 ・再生利用認定制度対象品目の拡大（廃タイヤ）
・特例の全国化済
・姫路市の一部（広畑
区富士町）

わたしの旅 万葉の旅 姫路城 特別賞

神戸市

姫路市

構造改革特区

疏水百選
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兵庫県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境イ
ンフラの再生（臨海部における
緑の拠点形成）」

大阪湾堺臨海部の公有地を森として整備。隣接
する低未利用の企業保有地を長期にわたり暫定
利用することにより緑地の拡大

都市再生緊急整備地域
「尼崎臨海西地域」（２４ｈａ）

○スポーツ健康増進施設の事業者決定（H１
５．９）、着工（H１６．５） 、H１８．５供
用開始

都市再生緊急整備地域
「西日本旅客鉄道尼崎駅北地
域」（２７ｈａ）

○「あまがさき緑遊新都心」の中核商業施設
「キリンガーデンシティ（仮称）」の核テナン
トについて出店を基本合意（H１７．３）
○都市計画変更決定（H１７．６）

全国都市再生モデル調査
「住民による防災まちづくりに
向けた調査」

・住民自らが取り組む安全まちづくりのきっか
けづくり

尼崎市等

国際経済特区
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理

・同一計画の区域（西
宮市、芦屋市）

ものづくりのまち「あまがさ
き」再生特区

・移転促進地域からの除外による事業者の交流
連携の促進

・特例の全国化済
・尼崎市の一部（工業
再配置促進法第二条第
一項に規定する移転促
進地域）

尼崎計算教育特区
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

地域再生
ものづくり「産業・キャリ
ア」サポート計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

がんばる商店街77選 阪神尼崎駅前１３商店街
「地元球団の商店街」のイメージでメディアに
露出。熱気溢れる商店街作り

　

全国都市再生モデル調査
「郊外団地における元気高齢者
参加型の多世代共生ｼｽﾃﾑの構
築」

・働き手としての元気な高齢者の参加の下、居
住者への生活支援、他世代交流等を促進
・地域コミュニティの活性化

・18年度採択分
・同一計画の区域（神
戸市）

ニュータウン再生
居住者ニーズの変化に対応したニュータウン再
生活性化方策検討

・同一計画の区域（神
戸市）

全国都市再生モデル調査
「安心安全のまちづくり 西明石
『脱･核家族化宣言!地域が大家
族』」

・商店街の空店舗や空き家、空き倉庫などのス
ペースを地域活動の拠点とし、コミュニティサ
ロンの設置など住民の交流を促進
・地域コミュニティの活性化

18年度採択分

わたしの旅
日本列島と大陸を結ぶ、海の
道を訪ねる旅

須磨の浦

東播用水

受益地8,040haの有数な農業地帯であり、「丹波
黒大豆」などの特産づくり、酒米の王様「山田錦」
を中心とした水田農業、施設園芸など多様な農業が
展開されている。

淡山疏水

水に恵まれない自然条件のもと、林や丘を切り開
き、ため池等でかんがい用水を確保して農耕社会を
営んできた。現在は総延長は37.3㎞にも及び
2,500haの農地をかんがいしている。

都市再生

全国都市再生モデル調査
「自転車を最大限に生かした甲
子園口コンパクトタウン推進計
画」

・自動車交通の規制、自転車利用の促進
・駐輪対策等、地域内の交通体系の見直し

構造改革特区 国際経済特区
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理

・同一計画の区域（尼
崎市、芦屋市）

洲本市 都市再生
全国都市再生モデル調査
「ＯＳＣＡプロジェクトによる
地域経済活性化のための調査」

・洲本市所有の既存のケーブルテレビ網を活用
した無線ネット接続
・ホームページに関する閲覧者側と公開者側と
の目的の相違を検証
・まちづくり交付金採択（16年度）（中心市街
地地区）

尼崎市

明石市

西宮市

都市再生

構造改革特区

都市再生

疏水百選

173



兵庫県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

ＩＴベンチャー育成特区
・地方公共団体による電気通信事業者への通信
回線の開放

・特例の全国化済

くにうみツーリズム特区
・国立・国定公園における自然を活用した催し
の容易化

・特例の全国化済
・同一計画の区域（南
あわじ市、淡路市）

“五色共生の里づくり”プロ
ジェクト

・農林水産関係補助対象施設の有効活用
・洲本市の一部（五色
町区域）

「元気な洲本」循環型社会形
成による地域の活性化

・汚水処理施設整備交付金

「食」による南淡路地域活性
化計画

・道整備交付金
・日本政策投資銀行の低利融資等

・洲本市の一部（旧洲
本市）
・同一計画の区域（南
あわじ市）

芦屋市 構造改革特区 国際経済特区
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理

・同一計画の区域（尼
崎市、西宮市）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「清酒発祥の地における歴史・
文化資源を活かした都市ブラン
ド戦略プロジェクト調査」

・歴史的な産業遺構と地域の産品を活かした集
客力のあるブランド形成
・伝統的建築物の保存・再生等とを、大学との
協働により実施し、景観形成ルールの導入等を
図る

「読む・書く・話す・聞く」
ことば文化都市伊丹特区

・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）
・市町村負担教職員任用の容認

ひょうご阪神北地域有害鳥獣
対策特区

・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認

・同一計画の区域（注１）

構造改革特区 西播磨「水と緑の郷」特区

・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・市民農園の開設者の範囲の拡大

地域再生
西播磨なぎさ回廊計画「津の
交流復興・賑わいづくり」

・港整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

構造改革特区 グリーンツーリズム特区 ・農家民宿等における濁酒製造免許の要件緩和
・同一計画の区域（香
美町、新温泉町）

地域再生
「但馬の未来を拓く新“とよ
おか”交流路計画」

・道整備交付金

中心市街地活性化基本計画
商店街・市街地形成の原点に戻り、魅力に惹か
れて人々が自然と集まってくる「広場的空間」
づくりを目指す。

中心市街地活性化基本計画
観光客を商店街全域に回遊させ、併せて近隣市町の
大型店に流出していた町内消費者を呼び戻す。

旧出石町

都市再生

全国都市再生モデル調査
「地域住民等の参画･提案を生か
した新たな都心再生ﾓﾃﾞﾙの構
築」

・地域住民や商業者の参画によるワークショップ
・都心における重点課題の抽出とまちづくりの方向
付け
・官民協働のまちづくりにおける役割分担や取り組
み体制の共通認識
・まちづくり交付金採択（16年度）（JR加古川駅
周辺都心再生地区）

構造改革特区 加古川市就学前教育モデル特区 ・幼稚園児と保育園児の合同活動
・特例の全国化済
・加古川市の一部（志
方町）

疏水百選 東播用水

受益地8,040haの有数な農業地帯であり、「丹波
黒大豆」などの特産づくり、酒米の王様「山田錦」
を中心とした水田農業、施設園芸など多様な農業が
展開されている。

赤穂市 都市再生

全国都市再生モデル調査
「赤穂緞通や塩を活かした創造
的な滞在型観光サービス開発調
査」

・伝統産業を活かし、空き店舗を活用した機織やソ
ルト彫刻等の体験工房を整備し、滞在型・リピー
ター型の観光プログラムを開発
・赤穂独自のクラフト文化の振興と中心市街地の活
性化

洲本市

伊丹市

相生市

豊岡市

加古川市

構造改革特区

地域再生

構造改革特区

 中心市街地活性化
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場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 西播磨「水と緑の郷」特区

・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・同一計画の区域（注２）

地域再生
西播磨なぎさ回廊計画「津の
交流復興・賑わいづくり」

・港整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

西脇市 ものづくり
ものづくり日本大賞
（総理大臣表彰）

国内繊維産業の復活を目指す「世界初」の「他
品種小ロット織物生産システム」
　片山象三（株式会社片山商店）　他９名

構造改革特区
ひょうご阪神北地域有害鳥獣
対策特区

・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認

・同一計画の区域（注１）

全国都市再生モデル調査
「「歌劇の街・宝塚」再生のた
めのビジネスモデル構築調査」

・中心市街地の活力と魅力の再生
・大学が中心になり、学生の自由な発想での都
市再生ビジョンづくり
・産官学民の連携による枠組みづくり
・まちづくり交付金採択（17年度）（宝塚中心
市街地地区）

全国都市再生モデル調査
「地域住民自ら創る「生活サー
ビス拠点」としての再開発ビル
の再生手法調査」

・老朽化・陳腐化した空き店舗を活用し、福
祉・文化・教育・交通等、市民生活に必要な
サービス事業プロジェクトの企画・立案

東播用水

受益地8,040haの有数な農業地帯であり、「丹波
黒大豆」などの特産づくり、酒米の王様「山田錦」
を中心とした水田農業、施設園芸など多様な農業が
展開されている。

淡山疏水

水に恵まれない自然条件のもと、林や丘を切り開
き、ため池等でかんがい用水を確保して農耕社会を
営んできた。現在は総延長は37.3㎞にも及び
2,500haの農地をかんがいしている。

高砂市 構造改革特区 都市近郊型産業集積特区 ・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・特例の全国化済
・高砂市の一部（高砂
工業公園）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「中央北地区まちづくりビジョ
ン作成業務」

・皮革産業集積地の都市再生
・都市再生のモデル性検討
・民間事業者ヒヤリング

構造改革特区
ひょうご阪神北地域有害鳥獣
対策特区

・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認

・同一計画の区域（注１）

小野市 疏水百選 東条川用水

瀬戸内海気候に属し、温暖ではあるが降水量が少な
く、干ばつの常習地帯であったが、水源確保のため
無数のため池が築造されてきた。現在は酒米の「山
田錦」を産するなど、名実ともに優良農業地域へと
大きく変貌した。

三田市 構造改革特区
ひょうご阪神北地域有害鳥獣
対策特区

・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認

・同一計画の区域（注１）

加西市農村地域活性化特区
・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・市民農園の開設者の範囲の拡大

加西市幼児園特区 ・幼稚園児と保育園児の合同活動 ・特例の全国化済

産業集積特区 ・土地開発公社造成地の賃貸の容認

・特例の全国化済
・加西市の一部（加西
南産業団地、加西東産
業団地）

わたしの旅 茶道の源流と国際性を探る 羅漢寺

地域再生
霊峰”笠形山”を活かした瀬
加さとやまリフレッシュ計画

・道整備交付金
・加西市の一部
・同一計画の区域（市
川町）

赤穂市

宝塚市

三木市

川西市

加西市

都市再生

疏水百選

構造改革特区
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場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区
丹波ささやまふるさと遊農・
楽農特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・市民農園の開設者の範囲の拡大

「兵庫陶芸文化の郷づくり」
計画

・文化芸術による創造のまち支援事業の活用
・篠山市の一部（今田
町）

官学連携による地域コミュニ
ティの再生計画

・地方大学等の知的・人的資源活用による農林
水産研究の実用化促進

がんばる商店街77選 篠山市内１５商店街等
「ささやま工房　風花」の整備により、商店街
の回遊性強化。「丹波篠山ブランド」の設立を
図り、カタログ等を通して全国的にＰＲ

　

都市再生
全国都市再生モデル調査
「鉱山産業遺構を活用したまち
の再生戦略調査」

・大学のサテライト教室との連携
・近代の鉱山産業の遺構の再生・活用を通じた
市街地の活性化を図る

・同一計画の区域（朝
来市）

養父市鳥獣被害防止特区
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認

有機の里特区 ・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・特例の全国化済
・養父市の一部（旧大
屋町）

わたしの旅 万葉の旅 鉢伏山 特別賞

環境保全型農業等推進特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和

・特例の全国化済
・丹波市の一部（旧市
島町）

丹波市農村いきいき活性化計画 ・特定農業者による濁酒の製造事業

立ち上がる農山漁村
加古川流域森林資源活用検討
協議会

家づくりで森づくり　立木販売システム 平成１７年度選定

構造改革特区 くにうみツーリズム特区
・国立・国定公園における自然を活用した催し
の容易化

・特例の全国化済
・同一計画の区域（洲
本市、淡路市）

「食」による南淡路地域活性
化計画

・道整備交付金
・日本政策投資銀行の低利融資等

・同一計画の区域（洲
本市の一部（旧洲本
市））

南あわじふれあい共生のまち
再生計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「鉱山産業遺構を活用したまち
の再生戦略調査」

・大学のサテライト教室との連携
・近代の鉱山産業の遺構の再生・活用を通じた
市街地の活性化を図る

・同一計画の区域（養
父市）

地域再生
人と緑　心ふれあう　交流の
まち　朝来市

・道整備交付金

自然産業特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・淡路市の一部

くにうみツーリズム特区
・国立・国定公園における自然を活用した催し
の容易化

・特例の全国化済
・同一計画の区域（洲
本市、南あわじ市）

「淡路のウェルカム・シ
ティ」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

淡路生穂の防災みなとまちづ
くり

・港整備交付金
・淡路市の一部（津名
港及び生穂漁港）

宍栗市 構造改革特区 西播磨「水と緑の郷」特区

・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・同一計画の区域（注２）

篠山市

養父市

丹波市

南あわじ市

朝来市

淡路市

地域再生

構造改革特区

構造改革特区

地域再生

構造改革特区

地域再生
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場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

加東市 疏水百選 東条川用水

瀬戸内海気候に属し、温暖ではあるが降水量が少な
く、干ばつの常習地帯であったが、水源確保のため
無数のため池が築造されてきた。現在は酒米の「山
田錦」を産するなど、名実ともに優良農業地域へと
大きく変貌した。

先端光科学技術特区
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理

・同一計画の区域（播
磨科学公園都市：上郡
町、佐用町）

西播磨「水と緑の郷」特区

・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・同一計画の区域（注２）

西播磨なぎさ回廊計画「津の
交流復興・賑わいづくり」

・港整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

活力あふれる通貨交流と協働
のまちづくり

・地域通貨モデルシステムの導入支援

猪名川町 構造改革特区
ひょうご阪神北地域有害鳥獣
対策特区

・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認

・同一計画の区域（注１）

構造改革特区 多自然居住促進特区

・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認
・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・過疎地におけるＮＰＯ等による空き家情報の提供

・同一計画の区域（神
河町）

国際競争力のあ
る観光地づくり

細尾勝博塾（平成16年11月
18日(木)～19日(金)開催）

観光カリスマ塾

構造改革特区 稲美町すくすく教育特区 ・市町村負担教職員任用の容認 ・特例の全国化済

東播用水

受益地8,040haの有数な農業地帯であり、「丹波
黒大豆」などの特産づくり、酒米の王様「山田錦」
を中心とした水田農業、施設園芸など多様な農業が
展開されている。

淡山疏水

水に恵まれない自然条件のもと、林や丘を切り開
き、ため池等でかんがい用水を確保して農耕社会を
営んできた。現在は総延長は37.3㎞にも及び
2,500haの農地をかんがいしている。

播磨町 都市再生

全国都市再生モデル調査
「漁港をいかした活力のある災
害に強いまちづくり~古宮地区密
集市街地再生調査~」

・火災・地震の災害対策（東南海・南海地震防
災対策推進地域）
・地場産業（漁業）及び漁港の活性化
・高齢社会における迅速な急患対応

きらりときらめくまちへ～い
ちかわ再生計画

・汚水処理施設整備交付金

霊峰”笠形山”を活かした瀬
加さとやまリフレッシュ計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（加
西市）

楽農・田舎人特区 ・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・旧神崎町の一部（新
田地区、作畑地区、大
畑地区、越知地区、岩
屋地区、猪篠地区）

多自然居住促進特区

・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認
・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・過疎地におけるＮＰＯ等による空き家情報の提供

・同一計画の区域（多
可町）

地域再生
のんびり楽しい田舎人天国　
神崎

・道整備交付金
・神河町の一部（旧神
崎町）

たつの市

多可町

稲美町

市川町

神河町

構造改革特区

地域再生

疏水百選

地域再生

構造改革特区
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兵庫県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

太子町 構造改革特区 西播磨「水と緑の郷」特区

・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・同一計画の区域（注２）

先端光科学技術特区
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理

・同一計画の区域（播
磨科学公園都市：たつ
の市、佐用町）

西播磨「水と緑の郷」特区

・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・同一計画の区域（注２）

先端光科学技術特区
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理

・同一計画の区域（播
磨科学公園都市：たつ
の市、上郡町）

西播磨「水と緑の郷」特区

・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・同一計画の区域（注２）

香美町障害者福祉サービス特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

グリーンツーリズム特区
・農家民宿等における濁酒製造免許の要件緩和
・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・同一計画の区域（豊
岡市、新温泉町）

地域再生
美しい山・川・海
人が躍動する交流と共生のま
ち“香美町”

・道整備交付金

新温泉町 構造改革特区 グリーンツーリズム特区
・農家民宿等における濁酒製造免許の要件緩和
・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・同一計画の区域（豊
岡市、香美町）

同一計画の区域

（注１）伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

（注２）相生市、赤穂市、宍栗市、たつの市、太子町、上郡町、佐用町

（注３）相生市、赤穂市、たつの市の区域の一部（相生港、赤穂港、坂越港、福浦漁港、坂越漁港及び岩見漁港）

上郡町

佐用町

香美町

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区
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奈良県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

まほろば創生・なら教育特区

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・高等学校等における校外学習の認定単位数の
拡大

ふるさと「なら」屋外広告物
美観風致維持特区

・条例違反の屋外広告物除却の迅速化

・特例の全国化済
・奈良県の区域（奈良市
の全域を除く。）のう
ち、第一種低層住居専用
地域、第二種低層住居専
用地域、第一種中層住居
専用地域、第二種中層住
居専用地域、風致地区、
伝統的建造物郡保存地区
並びに一般国道、県道及
び市町村道の区域

やまとＩＴ人材育成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

けいはんな学研都市知的特区

・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化
・公道におけるロボット歩行等実験の許可の円滑化
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・大学設置における校地面積基準の引き下げ
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注１）

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

歴史的なたたずまいを継承した街並み・まちづ
くり

全国都市再生モデル調査
「「奈良の街がセミナーハウ
ス」プロジェクト実現化調査」

・空町家等を、学生や研究者の長期滞在型セミ
ナーハウスとして保存・活用
・古都探訪や研究活動をまちぐるみでサポート
するプロジェクトを推進

「世界遺産に学び、ともに歩
むまち―なら」小中一貫教育
特区

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・特区研究開発学校における教科書の早期給与

奈良市屋外広告景観維持特区
・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象
拡大

・特例の全国化済
・奈良市の一部

木造建築の伝統文化にふれる旅 東大寺

仏教の伝来から民衆の信仰を
得るまでの旅

東大寺、唐招提寺、奈良公園

近畿（関西）の世界遺産を巡る
旅－姫路城、紀伊山地の霊場と
山詣道、古都奈良の文化財、古
都京都を巡る－

東大寺、興福寺、元興寺、春日大社、唐招提
寺、薬師寺

歴史と文化の相互関係を見聞
する世界遺産の旅

興福寺、東大寺、春日大社、春日山原生林、元
興寺、遊景の宿平城、平城宮跡、唐招提寺、薬
師寺

「近くて遠い国」から「近く
て近い国」へ

東大寺、元興寺、奈良公園、平城宮跡、唐招提
寺、薬師寺

疏水百選 大和平野
大和平野地区7,269haの農地を潤しており、大和
平野地域は全国的にも寡雨地帯の一つで、用水確保
の方法として、数千個のため池が平野一円に存在。

構造改革特区
大和高田農地活用・新規就農
支援特区

・農地取得後の農地下限面積要件の緩和 ・特例の全国化済

疏水百選 大和平野
大和平野地区7,269haの農地を潤しており、大和
平野地域は全国的にも寡雨地帯の一つで、用水確保
の方法として、数千個のため池が平野一円に存在。

大和郡山市 構造改革特区 不登校児童生徒支援教育特区 ・市町村負担教職員任用の容認 ・特例の全国化済

奈良県

奈良市

大和高田市

構造改革特区

都市再生

構造改革特区

わたしの旅
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奈良県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

大和郡山市 疏水百選 大和平野
大和平野地区7,269haの農地を潤しており、大和
平野地域は全国的にも寡雨地帯の一つで、用水確保
の方法として、数千個のため池が平野一円に存在。

わたしの旅 万葉の旅 祟神天皇陵、景行天皇陵、纏向日代官跡、 特別賞

疏水百選 大和平野
大和平野地区7,269haの農地を潤しており、大和
平野地域は全国的にも寡雨地帯の一つで、用水確保
の方法として、数千個のため池が平野一円に存在。

都市再生
全国都市再生モデル調査
「中南和の拠点としてのまちの
にぎわいづくり計画基礎調査」

・都市活動の拠点を結ぶ都市軸形成の検討
・資源を活かした拠点づくりとネットワークづくり
の検討
・市民・事業者との協働によるまちづくり計画の策定
・まちづくり交付金採択（18年度）（近鉄八木駅
周辺地区）

万葉の旅 藤原宮跡、藤原宮資料館、 特別賞

大和の古道紀行・ロマンと癒
しの旅

天香久山、藤原京跡、おふさ観音

疏水百選 大和平野
大和平野地区7,269haの農地を潤しており、大和
平野地域は全国的にも寡雨地帯の一つで、用水確保
の方法として、数千個のため池が平野一円に存在。

万葉の旅 桧原神社、三輪神社 特別賞

芭蕉とともに花の吉野をめざ
す旅

長谷寺、多武峰

大和の古道紀行・ロマンと癒
しの旅

仏教の伝来の地碑、大神神社、桧原神社、相撲神
社、等弥神社、聖林寺、談山神社、土舞台、安部文
殊院、山田寺跡、玉列神社、阿弥陀堂、白山神社、
十二柱神社、長谷寺、忍坂山口坐神社、舒明天皇
陵、石位寺、栗原寺跡

疏水百選 大和平野
大和平野地区7,269haの農地を潤しており、大和
平野地域は全国的にも寡雨地帯の一つで、用水確保
の方法として、数千個のため池が平野一円に存在。

五條市 地域再生
夢と自然に彩られた地域づく
り計画

・道整備交付金
・五條市の一部（旧奈
良県吉野郡西吉野村及
び大塔村の全域）

葛小中一貫教育特区
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

・御所市の一部（葛小
中学校区）

御所農地活用・新規就農支援
特区

・農地取得後の農地下限面積要件の緩和 ・特例の全国化済

疏水百選 大和平野
大和平野地区7,269haの農地を潤しており、大和
平野地域は全国的にも寡雨地帯の一つで、用水確保
の方法として、数千個のため池が平野一円に存在。

構造改革特区 情報教育推進特区
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

地域再生 いこま水環境実感再生計画 ・汚水処理施設整備交付金 ・生駒市の一部

構造改革特区 香芝市農地利活用支援特区 ・農地取得後の農地下限面積要件の緩和 ・特例の全国化済

疏水百選 大和平野
大和平野地区7,269haの農地を潤しており、大和
平野地域は全国的にも寡雨地帯の一つで、用水確保
の方法として、数千個のため池が平野一円に存在。

構造改革特区 葛城アグリチャレンジ特区 ・農地取得後の農地下限面積要件の緩和
・特例の全国化済
・葛城市の一部（市街
化調整区域）

疏水百選 大和平野
大和平野地区7,269haの農地を潤しており、大和
平野地域は全国的にも寡雨地帯の一つで、用水確保
の方法として、数千個のため池が平野一円に存在。

宇陀市 都市再生

全国都市再生モデル調査
「住民とｱｰﾄの協働=ｺﾐｭﾆﾃｨｱｰﾄ･
ﾌﾟﾗﾝによるおもてなしと地域活
性化の調査」

・住民とアーティストが協働して景観資源や伝統産
業とアートとを結びつける住民に開かれたアートの
あり方を検討
・地域に独自な文化景観の形成や地域産品の商品
化、ブランド化

18年度採択分

天理市

橿原市

桜井市

御所市

生駒市

香芝市

葛城市

わたしの旅

わたしの旅

構造改革特区
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奈良県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

近畿（関西）の世界遺産を巡る
旅－姫路城、紀伊山地の霊場と
山詣道、古都奈良の文化財、古
都京都を巡る－

法隆寺

歴史と文化の相互関係を見聞
する世界遺産の旅

法隆寺

「近くて遠い国」から「近く
て近い国」へ

法隆寺

地域再生
快適なまち「新斑鳩の里」再
生計画

・汚水処理施設整備交付金 ・斑鳩町の一部

安堵町 疏水百選 大和平野
大和平野地区7,269haの農地を潤しており、大和
平野地域は全国的にも寡雨地帯の一つで、用水確保
の方法として、数千個のため池が平野一円に存在。

川西町 疏水百選 大和平野
大和平野地区7,269haの農地を潤しており、大和
平野地域は全国的にも寡雨地帯の一つで、用水確保
の方法として、数千個のため池が平野一円に存在。

三宅町 疏水百選 大和平野
大和平野地区7,269haの農地を潤しており、大和
平野地域は全国的にも寡雨地帯の一つで、用水確保
の方法として、数千個のため池が平野一円に存在。

田原本町 疏水百選 大和平野
大和平野地区7,269haの農地を潤しており、大和
平野地域は全国的にも寡雨地帯の一つで、用水確保
の方法として、数千個のため池が平野一円に存在。

高取町 疏水百選 大和平野
大和平野地区7,269haの農地を潤しており、大和
平野地域は全国的にも寡雨地帯の一つで、用水確保
の方法として、数千個のため池が平野一円に存在。

仏教の伝来から民衆の信仰を
得るまでの旅

法興寺

深遠なる山里に立つ古寺・史
跡を訪ねることで、普遍的な
人間の心理と本質を知る

石舞台古墳、天武・持統天皇陵

「近くて遠い国」から「近く
て近い国」へ

高松塚古墳、石舞台古墳、飛鳥寺、万葉文化
館、飛鳥資料館

大和の古道紀行・ロマンと癒
しの旅

石舞台古墳、飛鳥寺

万葉の旅
石舞台古墳、川原寺、橘寺、甘樫丘、亀石、天
武・持統天皇陵、高松塚古墳、伝板蓋宮跡、飛
鳥寺

特別賞

疏水百選 大和平野
大和平野地区7,269haの農地を潤しており、大和
平野地域は全国的にも寡雨地帯の一つで、用水確保
の方法として、数千個のため池が平野一円に存在。

上牧町 疏水百選 大和平野
大和平野地区7,269haの農地を潤しており、大和
平野地域は全国的にも寡雨地帯の一つで、用水確保
の方法として、数千個のため池が平野一円に存在。

構造改革特区
王寺・水と緑のやわらぎ共生
特区

・農地取得後の農地下限面積要件の緩和 ・特例の全国化済

疏水百選 大和平野
大和平野地区7,269haの農地を潤しており、大和
平野地域は全国的にも寡雨地帯の一つで、用水確保
の方法として、数千個のため池が平野一円に存在。

構造改革特区 元気でやさしい生きがい特区
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済

わたしの旅
仏教の伝来から民衆の信仰を
得るまでの旅

百済大寺

疏水百選 大和平野
大和平野地区7,269haの農地を潤しており、大和
平野地域は全国的にも寡雨地帯の一つで、用水確保
の方法として、数千個のため池が平野一円に存在。

河合町 構造改革特区 かわい・水のまほろば創生特区 ・農地取得後の農地下限面積要件の緩和 ・特例の全国化済

斑鳩町

明日香村

わたしの旅

王寺町

広陵町

わたしの旅
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奈良県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

河合町 疏水百選 大和平野
大和平野地区7,269haの農地を潤しており、大和
平野地域は全国的にも寡雨地帯の一つで、用水確保
の方法として、数千個のため池が平野一円に存在。

芭蕉とともに花の吉野をめざ
す旅

吉野山、吉野山の旅館

深遠なる山里に立つ古寺・史
跡を訪ねることで、普遍的な
人間の心理と本質を知る

持統天皇の句碑、吉野金峯山寺、吉水神社、如
意輪寺、如吉野水分神社、西行庵

太平記「南朝」ゆかりの地を
訪ねて

如意輪寺、後醍醐天皇陵、吉水神社

万葉の旅 宮滝遺跡、蔵王堂、後醍醐天皇陵 特別賞

都市再生

全国都市再生モデル調査
「下市口駅前広場並びに循環道
路整備を通じたまちづくり調
査」

・世界遺産の舞台となる吉野郡の玄関口にふさわし
いまちづくり
・商店街活性化と河川等自然環境の有効活用による
中心市街地の再生
・地域固有の資源を活かした官民協働のまちづくり
手法の導入

構造改革特区
大淀農地活用・新規就農支援
特区

・農地取得後の農地下限面積要件の緩和 ・特例の全国化済

疏水百選 大和平野
大和平野地区7,269haの農地を潤しており、大和
平野地域は全国的にも寡雨地帯の一つで、用水確保
の方法として、数千個のため池が平野一円に存在。

地域再生
住みよいまち『おおよど』再
生計画（豊かな緑と清流の保
全・活用）

・汚水処理施設整備交付金 ・大淀町の一部

天川村 地域再生
世界文化遺産を活かした生
活・観光振興プラン

・道整備交付金

十津川村 地域再生 日本一活力ある村づくり計画 ・道整備交付金

下北山村 地域再生 吉野きたやま地域再生計画 ・道整備交付金
・同一計画の区域（上
北山村）

上北山村 地域再生 吉野きたやま地域再生計画 ・道整備交付金
・同一計画の区域（下
北山村）

地域再生
吉野川水源地の村づくり再生
計画

・道整備交付金

わたしの旅
芭蕉とともに花の吉野をめざ
す旅

川上村営湯盛温泉杉の湯ホテル、蜻蛉の滝

同一計画の区域

（注１）京都府、大阪府、奈良県にまたがる関西文化学術研究都市

大淀町

吉野町 わたしの旅

川上村
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和歌山県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生プロジェクト
「基幹的広域防災拠点の整備」

大阪圏における基幹的広域防災拠点の必要性も
含め、広域防災拠点の適正配置を検討

都市再生プロジェクト
「大都市圏におけるゴミゼロ型
都市への再構築」

大都市圏において廃棄物の発生抑制､資源としての
再使用､再利用を進め､資源循環の｢環｣を形成

都市再生プロジェクト
「大阪圏におけるライフサイエ
ンスの国際拠点形成」

ライフサイエンスの基礎から臨床研究、産業化
に至る総合的な国際拠点を形成

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境イ
ンフラの再生（自然環境の保
全）」

大都市圏における残されたまとまりのある自然
を保全｡このため､自然環境を総点検した上で､
施策を強化

都市再生プロジェクト
「大都市圏における都市環境イ
ンフラの再生（海の再生）」

水質汚濁が慢性化している大都市圏の｢海｣の再生

国際競争力のあ
る観光地づくり

高野熊野世界遺産「観光コ
ミュニケーター」育成事業

観光地づくりの構想策定 県下全域

田辺市、新宮
市、高野町、
白浜町、那智
勝浦町

国際競争力のあ
る観光地づくり

和歌山「世界遺産観光」推進
観光ルネサンス事業
（まちづくり交付金と連携）

全国都市再生モデル調査
「ぶらくり丁地域活性化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ事業計画策定調査」

・該当商店街の基本コンセプトの策定
・商店街へのＳＣシステム導入についての具体
的な事業推進手法

全国都市再生モデル調査
「癒し･健康･予防医療を核とし
た新観光産業育成による都市再
生ﾌﾟﾗﾝ調査」

・予防医療による健康・癒しを目的とした新た
な観光産業を創出
・交通整備と自然環境を活用した観光及び関連
施設の整備を検討
・歴史と自然に恵まれた和歌浦地域をまちづく
りの拠点にする

障害児施設機能強化推進特区
・肢体不自由児施設等における調理業務の外部
委託の容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（上
富田町）

小規模・地域密着型グループ
ホーム整備特区

・知的障害者グループホームの定員要件の緩和 ・同一計画の区域（注１）

新ふるさと創り特区

・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認

・同一計画の区域（注２）

和歌山元気まちおこし特区
・中心市街地における商業の活性化(大規模小売
店舗法の特例)

・和歌山市の一部（本
町･城北地区)

わたしの旅 万葉の旅 和歌浦（玉津島神社） 特別賞

地域再生
「住みたい、住ませたいま
ち」わかやま市

・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区
エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注３）

わたしの旅 万葉の旅 藤白坂（藤白神社） 特別賞

エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注３）

新ふるさと創り特区

・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認

・同一計画の区域（注２）

和歌山県

和歌山市

海南市

橋本市

都市再生

都市再生

構造改革特区

構造改革特区
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和歌山県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 幼保子育て特区 ・幼稚園児と保育園児の合同活動
・特例の全国化済
・橋本市の一部（あやの
台ニュータウン地区）

疏水百選 小田井用水
紀の川右岸の河岸段丘に広がる水田地帯で県内
有数の穀倉地帯である。

高野山麓「へら竿」匠の里再
生計画

・道整備交付金

竹織のまち橋本再生計画 ・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

有田市 構造改革特区
エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注３）

御坊市 構造改革特区
エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注３）

エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・田辺市の一部（旧田
辺市、旧中辺路町、旧
龍神町、旧大塔村）
・同一計画の区域（注３）

小規模・地域密着型グループ
ホーム整備特区

・知的障害者グループホームの定員要件の緩和 ・同一計画の区域（注１）

新ふるさと創り特区

・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認

・田辺市の一部（旧中
辺路町、旧本宮町、旧
龍神村、旧大塔村）
・同一計画の区域（注２）

わたしの旅

近畿（関西）の世界遺産を巡る
旅ー姫路城、紀伊山地の霊場と
参詣道、古都奈良の文化財、古
都京都を巡るー

熊野本宮大社

自然と歴史を生かした新田辺
市、龍神・本宮地域づくり

・道整備交付金
・田辺市の一部（旧龍
神村及び旧本宮町）

世界遺産・熊野における“癒
し・健康を核とした蘇りの地
域づくり”

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

立ち上がる農山漁村 中辺路（なかへち）町森林組合 ｢緑の雇用」と森林の環境整備で地域おこし 平成１７年度選定

都市再生
全国都市再生モデル調査
「文化的景観整備と震災対策の
調和を図った地域再生調査」

・密集住宅地の建物を建築年代別に色分けをし
た地図の作成
・東南海・南海道地震対策の避難路計画の作成
・各地区の住宅密集度により、避難路整備事業
の優先順位の検討

構造改革特区 新ふるさと創り特区

・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認

・新宮市の一部（旧熊
野川町）

わたしの旅
世界遺産「熊野古道」を海、
山、川で体感する

熊野速玉大社 特別賞

地域再生
もりを活かす住みよい町づく
り計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（那
智勝浦町、串本町の一
部（旧古座町））

紀の川市 構造改革特区
エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注３）

橋本市

田辺市

新宮市

地域再生

構造改革特区

地域再生
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和歌山県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 新ふるさと創り特区

・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認

・紀の川市の一部（旧
貴志川町、旧粉河町、
旧打田町の一部（コス
モパーク加太及び北勢
田ハイテクパーク））
・同一計画の区域（注２）

疏水百選 小田井用水
紀の川右岸の河岸段丘に広がる水田地帯で県内
有数の穀倉地帯である。

地域再生
果樹と道が育む地域活力アッ
プ計画

・道整備交付金
・紀の川市の一部（旧
那賀町南部地区）

エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・岩出市の一部（旧岩
出町）
・同一計画の区域（注３）

新ふるさと創り特区

・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認

・岩出市の一部（旧岩
出町）
・同一計画の区域（注２）

疏水百選 小田井用水
紀の川右岸の河岸段丘に広がる水田地帯で県内
有数の穀倉地帯である。

エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・紀美野町の一部（旧
美里町、旧野上町）
・同一計画の区域（注３）

新ふるさと創り特区

・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認

・紀美野町の一部（旧
美里町）
・同一計画の区域（注２）

農地有効利用活性化特区 ・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・特例の全国化済
・紀美野町の一部（旧
野上町）

地域再生

花と星と水につつまれた「ふる
さと夢町みさと」の創造計画－
活力とゆとりに満ちた＜理想郷
＞を目指して－

・道整備交付金
・紀美野町の一部（旧
美里町）

構造改革特区
エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注３）

疏水百選 小田井用水
紀の川右岸の河岸段丘に広がる水田地帯で県内
有数の穀倉地帯である。

九度山町 構造改革特区
エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注３）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「「宗教環境都市」高野山の
「まちづくり計画」調査」

・歩行者の安全確保と公共交通機関の活用等に
より交通処理に配慮したまちづくり
・既存施設の改修による景観整備

構造改革特区
エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注３）

わたしの旅

近畿（関西）の世界遺産を巡る
旅ー姫路城、紀伊山地の霊場と
参詣道、古都奈良の文化財、古
都京都を巡るー

高野山

都市再生
全国都市再生モデル調査
「｢熊野古道と港がふれあう｣ま
ちづくり調査」

・歴史的景観等を活かした歩いて楽しめるまち
づくりの実現
・都市部との交流を視野に入れた統一案内板の
整備や商店街での地場の特産品の販売

18年度採択分

構造改革特区
エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注３）

紀の川市

岩出市

紀美野町

かつらぎ町

高野町

湯浅町

構造改革特区

構造改革特区
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和歌山県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注３）

広川　元気っこ・のびのび給
食特区

・公立保育所における給食の外部搬入容認

地域再生
下津木地区農山村産業生活基
盤再生計画

・道整備交付金
・広川町の一部（下津
木地区）

エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注３）

・有田川町の一部（旧
吉備町、旧金屋町、旧
清水町）

新ふるさと創り特区

・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認

・有田川町の一部（旧
清水町）
・同一計画の区域（注２）

「安心と快適を実感できる吉
備町創造計画」

・汚水処理施設整備交付金
・有田川町の一部（旧
吉備町）

元気あふれるまちづくり計画 ・道整備交付金
・有田川町の一部（旧
金屋町）

森林づくりと体験の町しみず
再生計画

・道整備交付金
・有田川町の一部（旧
清水町）

美浜町 構造改革特区
エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注３）

構造改革特区
エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注３）

地域再生
人と自然が共生し、豊かでう
るおいのあるまち”ホッとタ
ウン・ひだか”

・汚水処理施設整備交付金

わたしの旅 万葉の旅 岩代 特別賞

構造改革特区
エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注３）

わたしの旅 万葉の旅 白崎海岸 特別賞

印南町 構造改革特区
エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注３）

エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注３）

小規模・地域密着型グループ
ホーム整備特区

・知的障害者グループホームの定員要件の緩和 ・同一計画の区域（注１）

「日本一の梅の里」みなべの
元気で優しいまちづくり計画

・道整備交付金

海・山・川の恵みの中で人が
輝く町づくり再生計画

・汚水処理施設整備交付金

エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・日高川町の一部（旧
川辺町、旧中津村、旧
美山村）
・同一計画の区域（注３）

新ふるさと創り特区

・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認

・日高川町の一部（旧
中津村、旧美山村）
・同一計画の区域（注２）

広川町

有田川町

日高町

構造改革特区

構造改革特区

地域再生

構造改革特区

由良町

地域再生

構造改革特区

みなべ町

日高川町
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和歌山県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

日高川町 地域再生
都市との交流による農林業体
験施設のネットワークがつな
ぐ日高川地域再生

・道整備交付金

エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・白浜町の一部（旧白
浜町、旧日置川町）
・同一計画の区域（注３）

幼児園特区 ・幼稚園児と保育園児の合同活動 ・特例の全国化済

わたしの旅 万葉の旅 紀の湯、白浜温泉 特別賞

エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注３）

障害児施設機能強化推進特区
・肢体不自由児施設等における調理業務の外部
委託の容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域（和
歌山市）

エイジフリー・デイサービス
特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注３）

小規模・地域密着型グループ
ホーム整備特区

・知的障害者グループホームの定員要件の緩和 ・同一計画の区域（注１）

構造改革特区 新ふるさと創り特区

・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認

・同一計画の区域（注２）

近畿（関西）の世界遺産を巡る
旅ー姫路城、紀伊山地の霊場と
参詣道、古都奈良の文化財、古
都京都を巡るー

勝浦温泉、熊野那智大社、那智山青岸渡寺、那
智大滝

いにしえの人々に思いを馳せ
る、癒しの旅

那智の滝、熊野那智大社、那智山青岸渡寺

宇久井地区漁業振興による熊
野地域の活性化

・港整備交付金
・那智勝浦町の一部
（宇久井港及び宇久井
漁港）

もりを活かす住みよい町づく
り計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（新
宮市、串本町の一部
（旧古座町））

都市再生

全国都市再生モデル調査
「｢過去･現在･未来にわたりくじ
らに携わる町｣太地町まちづくり
調査」

・イルカとふれあう体験型観光プログラムの作成
・鯨のシンボルマークなどで統一した案内標識の設置
・くじらに関する観光ボランティアガイドの育成
・くじらをバックボーンとしたまちづくりの推進

18年度採択分

構造改革特区 幼保教育特区 ・幼稚園児と保育園児の合同活動 ・特例の全国化済

小規模・地域密着型グループ
ホーム整備特区

・知的障害者グループホームの定員要件の緩和 ・同一計画の区域（注１）

新ふるさと創り特区

・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認

・同一計画の区域（注２）

北山村 構造改革特区 新ふるさと創り特区

・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認

・同一計画の区域（注２）

白浜町

上富田町

すさみ町

那智勝浦町

太地町

古座川町

地域再生

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

わたしの旅
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和歌山県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

北山村 立ち上がる農山漁村 北山村
地域特産柑橘｢じゃばら」の地域ブランド化と｢
筏師」の伝統を活かしたむらおこし

平成１７年度選定

わたしの旅
知られざる秘境和歌山－日本人
の魂を揺るがしてきた自然と文
化を訪ねて－

潮岬

地域再生
もりを活かす住みよい町づく
り計画

・道整備交付金

・串本町の一部（旧古
座町）
・同一計画の区域（新
宮市、那智勝浦町）

同一計画の区域

（注１）和歌山市、田辺市、みなべ町、すさみ町、古座川町

（注２）和歌山市、橋本市、田辺市の区域の一部（旧中辺路町、旧本宮町、旧龍神村、旧大塔村）、新宮市の区域の一部（旧熊野川町）、紀の
川市の区域の一部（旧貴志川町、旧粉河町、旧打田町の区域の一部（コスモパーク加太及び北勢田ハイテクパーク））、岩出市の区域の一部
（旧岩出町）、紀美野町の区域の一部（旧美里町）、有田川町の区域の一部（旧清水町）、日高川町の区域の一部（旧中津村、旧美山村）、那
智勝浦町、古座川町、北山村

（注３）海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市の区域の一部（旧田辺市、旧中辺路町、旧龍神町、旧大塔村））、紀の川市の区域の一部、
岩出市の区域の一部（旧岩出町）、紀美野町の区域の一部（旧美里町、旧野上町）、かつらぎ町、九度山町、高野町、湯浅町、広川町、有田川
町の区域の一部（旧吉備町、旧金屋町、旧清水町）、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町の区域の一部（旧川辺町、旧中津
村、旧美山村）、白浜町の区域の一部（旧白浜町、旧日置川町）、上富田町、すさみ町

串本町
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鳥取県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

「イノシシわな猟免許取得促
進」特区

・網又はわなを指定しての狩猟免許取得の容認

鳥取県温泉熱利用発電研究開
発特区

・研究開発用温泉熱利用発電設備の法定検査手
続不要化

全国都市再生モデル調査
「中心市街地型総合病院を核と
した街区連鎖型再開発の可能性
調査」

・中心市街地の生活基盤施設である総合病院の
地区内での建替を検討
・防災機能強化に主眼を置いた跡地の街区連鎖
型再開発手法の検討
・再開発会社設立による効率的な再開発事業の
推進手法の検討

全国都市再生モデル調査
「市街地における城下町再生可
能性調査」

・ＮＰＯ・民間研究グループ等の活動内容の聴
き取り
・住民参画で「城下町とっとりの再生」のワー
クショップ
・既存資料の収集

全国都市再生モデル調査
「鳥取沿岸の総合的な土砂管理
を有効活用したNPOとの連携に
よる海岸利用及びまち活性化活
動計画の検討」

・砂丘保安官等と子供達との交流プログラム、
夏休み等の砂丘学校の開設、砂丘子供レン
ジャーの育成、砂丘新聞の発行、砂丘オリン
ピックの開催を通じた、世代間交流、地域間交
流を促進

全国都市再生モデル調査
「まちなか往来復活ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ」

・学生、住民が連携し、中心市街地の活性化を
図る
・まちなかの既存資源調査を実施し、空きス
ペース等を活用したイベントや既存施設のコン
バージョン等を行う

18年度採択分

構造改革特区 鳥取砂丘観光特区
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化

・特例の全国化済
・鳥取市の一部（山陰
海岸国立公園第２種特
別地域）

万葉の旅
国府町（万葉歴史資料館、因幡国府跡、因幡国
分寺尼寺跡）

特別賞

岡益の渡来人－鳥取の古代遺
跡と渡来集団を尋ねて

梶山古墳、岡益の石堂、太田神社、国庁跡、大
伴家持歌碑、多胡上神社、今木神社、白髭神
社、宇部神社、因幡万葉歴史館

疏水百選 大井手用水
水田（６６８ｈａ）を潤す用水路で幹線水路部分だ
けで延長１６ｋｍ。稲作を中心とした地域である
が、近年は転作作物として大豆等も作付け

あんしん・連携による因幡の
まちづくり

・道整備交付金
・同一計画の区域（岩
美町）

「ようこそ　ようこそ」鳥取
再生計画

・日本政策投資銀行の低利融資等
・地域再生支援のための「特定地域プロジェク
トチーム」の編成

がんばる商店街77選 鳥取本通商店街
新名所「わらい地蔵」やユニークな業種を集め
た「商業テナント」などによる「新たな市民交
流の場」が誕生し、商店街の賑わいが復活

鳥取県西部地域福祉輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注１）

早期幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

安全・安心で持続可能な漁業
環境を目指した港づくり計画

・港整備交付金
・米子市の一部（一種
漁港皆生漁港）
・同一計画の区域（注２）

米子市「人と自然が共生する
まちづくり」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

倉吉市 都市再生

全国都市再生モデル調査
「若者いきいきカフェ実験調査
事業～大学と地域の連携による
中心市街地の再生」

・学生、地域商店や住民と行政が連携
・廃屋の地場工場を観光案内所等として活用
・新商品開発・アンテナショップ等地域資源の
発掘

境港市 都市再生
全国都市再生モデル調査
「障害者にも｢楽しめる｣水木し
げるﾛｰﾄﾞ整備の検討調査」

・障害者の参画の下、障害者にも楽しめるまちづく
りの実現を図る
・バリアフリーマップの作成や情報提供、音声案内
実験、バリアフリーツアーの誘致などを実施

18年度採択分

構造改革特区

都市再生

わたしの旅

地域再生

構造改革特区

地域再生

鳥取県

鳥取市

米子市
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鳥取県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 鳥取県西部地域福祉輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注１）

がんばる商店街77選 水木しげるロード周辺商店街

街内の歩道沿いに境港出身の水木しげるの人気
アニメ「鬼太郎」に登場する妖怪オブジェを設
置。観光客が多く集まる「魅力的な妖怪ワール
ド」を演出

あんしん・連携による因幡の
まちづくり

・道整備交付金
・同一計画の区域（鳥
取市）

岩美町「国立公園浦富海岸保
全計画」

・汚水処理施設整備交付金

智頭町 構造改革特区 はぐくみ給食再生特区 ・公立保育所における給食の外部搬入容認

三朝町 地域再生
安心して快適に暮らせるまち
「三朝・湯梨浜」活性化計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（湯
梨浜町）

構造改革特区 保育の充実による若者支援特区
・地方公務員に係る臨時的任用期間の延長
・公立保育所における給食の外部搬入容認

地域再生
安心して快適に暮らせるまち
「三朝・湯梨浜」活性化計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（三
朝町）

安全・安心で持続可能な漁業
環境を目指した港づくり計画

・港整備交付金
・琴浦町の一部（地方
港湾赤碕港）
・同一計画の区域（注２）

かがやけ琴浦クリーン計画 ・汚水処理施設整備交付金

北栄町 地域再生
北栄町「美しい由良川」再生
計画

・汚水処理施設整備交付金

日吉津村 構造改革特区 鳥取県西部地域福祉輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注１）

構造改革特区 鳥取県西部地域福祉輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注１）

地域再生
安全・安心で持続可能な漁業
環境を目指した港づくり計画

・港整備交付金

・大山町の一部（地方
港湾逢坂港、一種漁港
御崎漁港）
・同一計画の区域（注２）

構造改革特区 鳥取県西部地域福祉輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注１）

地域再生
南部町｢メダカとドジョウの
棲む郷」清流再生計画

・汚水処理施設整備交付金
・南部町の一部（旧西
伯町）

伯耆町 構造改革特区 鳥取県西部地域福祉輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注１）

構造改革特区 鳥取県西部地域福祉輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注１）

地域再生
地球環境にやさしい新森林業
の形成

・道整備交付金
・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

日野町 構造改革特区 鳥取県西部地域福祉輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注１）

鳥取県西部地域福祉輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 ・同一計画の区域（注１）

江府町南大山農業活性化ブ
ルーベリー特区

・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認

・特例の全国化済
・江府町の一部（笠良
原地区の一部）

同一計画の区域

（注１）米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町

（注２）米子市の一部（一種漁港皆生漁港）、大山町の一部（地方港湾逢坂港、一種漁港御崎漁港）、琴浦町の一部（地方港湾赤碕港）

地域再生

日南町

構造改革特区

南部町

江府町

地域再生岩美町

湯梨浜町

琴浦町

大山町

境港市
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島根県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生

全国都市再生モデル調査
「若者による島根発･地域財交流
ﾏｰｹｯﾄ創出ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ~地域財のｺ
ﾐｭﾆﾃｨ･ﾄﾚｰﾄﾞによる人材育成と地
域活性化~」

・若者によるコミュニティビジネスの創出
・観光地津和野を活用した地域財ＰＲの有効性
・世界遺産登録を目指す石見銀山を活用した地域振
興策
・まちづくり交付金採択（18年度）（浜田駅周辺
地区）

県内全域

構造改革特区
らくらく取得「しまね網・わ
な猟免許」特区

・網又はわなを指定しての狩猟免許取得の容認

全国都市再生モデル調査
「殿町地区再生調査」

・社会実験を市民が最も関心を持ちやすい場所で実施
・良好な明かり体験での明かりへのコンセンサス形成
・既存資源の明かりによる再生、有効利用

全国都市再生モデル調査
「民間主導の外湯施設等を核と
した都市型温泉地の再生調査」

・都市型温泉地の役割･位置付け検討
・賑わいを取り戻すまちづくりの指針「まちづ
くり構想案」策定
・既存の旅館･ホテル･商業施設との連携

全国都市再生モデル調査
「子どもと女性を犯罪から守る
時空間、公共空間から見た地域
防犯力高度化調査」

・島根大学、地域住民、自治体及び警察等が連携
・危険認知箇所、防犯灯設置等の環境面の実態を調査
・ＧＰＳやＧＩＳ等のＩＴを活用した防犯情報シス
テムを開発

全国都市再生モデル調査
「地域ｺﾐｭﾆﾃｨにおける木造住宅
の耐震化の促進方策に関する調
査」

・町内会単位でアンケートにより簡易診断や住民の
意識調査を実施
・モデル住戸を選定して耐震改修計画と住まい方プ
ランの作成
・地区全体としての改善計画を検討

18年度採択分

就学前教育保育推進特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・松江市の一部（旧松
江市）

宍道子しじみグローアップ特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・幼稚園児と保育園児の合同活動
・幼稚園と保育所の保育室の共用
・公立保育所における給食の外部搬入

・松江市の一部（宍道
町、八雲町）

わたしの旅 万葉の旅
玉造温泉、風土記の丘（岡田山古墳群、神魂神
社、八重垣神社、出雲国府跡、出雲国分寺
跡）、小泉八雲旧居・記念館、

特別賞

地域再生
宍道湖西岸森と街とのふれあ
いゾーン創出プラン

・道整備交付金
・松江市の一部（旧宍
道町）

がんばる商店街77選 松江天神町商店街

高齢化社会を迎え、認知症対策の「おかげ天
神」、交流館「いっぷく亭」、段差のない「バ
リアフリー街路」など「お年寄りにやさしいま
ちづくり」を実現

　

構造改革特区 ふるさと弥栄どぶろく特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・浜田市の一部（旧弥
栄村）

万葉の旅
浜田（国庁跡（伊甘神社）、唐鐘、千畳敷、さ
いの河原、国分寺、尼寺跡）

特別賞

石見の国に柿本人麻呂の足跡
を辿る

国庁跡

グリーンカルテット那賀農村
再生計画

・道整備交付金
・浜田市の一部（金城
町、旭町、弥栄町、三
隅町）

｢多自然交流の郷あさひ」旭
町清流再生計画

・汚水処理施設整備交付金
・浜田市の一部（旧旭町
のうち木田、戸川の集合
処理区を除いた区域）

「水澄みの里　三隅町」再生
計画

・汚水処理施設整備交付金
・浜田市の一部（旧三
隅町）

「心ゆたけく住みたくなるま
ち」金城ほたるの里清流再生
計画

・汚水処理施設整備交付金 ・浜田市の一部(金城地域)

浜田再生を担うひと創りプラ
ン～水産業・地元食・矯正施
設を柱として～

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

立ち上がる農山漁村
浜田市水産物ブランド化戦略
会議

 ｢水産ブランドどんちっち｣ー利己的から利他的にー 平成１７年度選定

島根県

松江市

浜田市

都市再生

構造改革特区

わたしの旅

地域再生
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島根県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生
全国都市再生モデル調査
「出雲大社を中心とした門前町
再生の可能性調査」

・古代出雲歴史博物館開館に合わせた町並み修景及
び歩行動線の強化
・地元住民、既存活動団体、行政との連携
・歴史、文化に根ざした地域資源の掘り起こし
・まちづくり交付金採択（18年度）（大社地区）

わたしの旅 万葉の旅 出雲大社 特別賞

疏水百選 高瀬川

３００年前、斐伊川を水源として大梶七兵衛に
よって完成。来源岩樋をくぐり抜け約800ha
の耕地を潤している。農業用水の供給のみでな
く高瀬舟による水運も盛んであった。

出雲市「豊かな汽水域・豊か
な海」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

・出雲市の一部（出雲地
区、平田地区、大社地
区、湖陵地区、佐田地
区、多伎地区）

バリアフリー映画を活用した
高齢者・障害者芸術文化振興
計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

都市再生

全国都市再生モデル調査
「島根県芸術文化ｾﾝﾀｰ開館を契
機とした益田駅前通り｢ｱｰﾄのま
ちづくり｣計画」

・駅前通りアートイベントの開催
・まちづくりを探るためのフォーラムの開催
・まちづくり会議の準備、運営、考える集いの
開催
・まちづくり交付金採択（17年度）（益田市中
心市街地地区）

益田市幼稚園早期入園による
人づくり特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認

第二の故郷ますだでお百姓さ
ん農業特区

・市民農園の開設者の範囲の拡大
・特例の全国化済
・益田市の一部

益田・津和野・萩の歴史的な
場所を巡る旅

柿本人麻呂神社、医光寺、グラントワ

石見の国に柿本人麻呂の足跡
を辿る

幡竜湖

生命の源『森』が育む「わさ
びの里」再生計画

・道整備交付金
・益田市の一部（旧匹
見町）

未来につなげる農と暮らしの
地域づくり

・道整備交付金
・益田市の一部（旧益
田市、旧美都町）

立ち上がる農山漁村 西いわみ農業協同組合 西いわみヘルシー元氣米の輸出 平成１６年度選定

都市再生
全国都市再生モデル調査
「｢協働｣により“世界遺産ﾌﾞﾗﾝ
ﾄﾞ"を地域自らのものに!」

・世界遺産登録を予定する「石見銀山遺跡」の
シンボルマーク、キャッチフレーズなどを作成
・「ブランディング計画」を策定し、持続可能
な地域づくりの実現を図る

18年度採択分

高齢者が安心・元気に働くこ
とができる港づくり

・港整備交付金
・大田市の一部（久手
港、波根東漁港、鳥井
漁港）

輝き再び石見銀山計画（地域
資源を活用した産業・観光再
生計画）

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

構造改革特区
やすぎボランティア福祉輸送
セダン車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

わたしの旅 体験と学び 和鋼博物館、足立美術館、金屋子神話民族館

都市再生

全国都市再生モデル調査
「中心市街地における複数ｺｱｿﾞｰ
ﾝの共栄と連携を実現するまちづ
くりに関する調査」

・下水処理場などを活用した広域防災拠点の検討
・都市規模に見合った商業施設のあり方検討
・二つの拠点地区を結ぶ沿道のソフト施策（防
災イベント等）の検討

18年度採択分

構造改革特区 桜江農業特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済
・江津市の一部（旧桜
江町）

わたしの旅
石見の国に柿本人麻呂の足跡
を辿る

大崎鼻、有福温泉、島星山

立ち上がる農山漁村
農業生産法人(有)桜江町桑茶
生産組合

遊休資源｢桑」を生かした農業の６次産業化 平成１７年度選定

出雲市

益田市

大田市

安来市

江津市

地域再生

構造改革特区

わたしの旅

地域再生

地域再生
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島根県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 雲南市子育てわんぱく特区
・幼稚園児と保育園児の合同活動
・幼稚園と保育所の保育室の共用
・公立保育所における給食の外部搬入

・雲南市の一部（旧加
茂町）

わたしの旅 体験と学び 鉄の未来科学館、山内生活伝承館

雲南市清流再生計画 ・汚水処理施設整備交付金 ・雲南市の一部

雲南市ふるさと通貨交流計画 ・地域通貨モデルシステムの導入支援

都市再生

全国都市再生モデル調査
「中国－韓国－日本 「新・鉄の
道」による問題解決友好都市提
携」

・鉄嶺―麗水順天（韓国）―奥出雲仁多を
「新・鉄の道」と名付けて、企業、大学、
NPO、行政等が、新しい知恵・技術・モノ・観
光などの交流交換（協力と競争）を検討

構造改革特区
奥出雲来遠（らいおん）の里
づくり特区

・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・奥出雲町の一部（旧
横田町）

わたしの旅 体験と学び
奥出雲たたらと刀剣館、絲原記念館、鬼の舌
震、可部屋集成館、たたら角炉伝承舘

斐川町子育て支援推進特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

斐川町地域情報化推進特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

わたしの旅
石見の国に柿本人麻呂の足跡
を辿る

斎藤茂吉鴨山記念館、鴨山公園、湯抱温泉

安全安心・生活に密接した山
村地域の再生

・道整備交付金

美しき郷の“地産地生”プラ
ン～“美郷物語り”～

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
・補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の
転用の弾力化

交通ネットワーク整備による夢
響きあう元気な町づくり計画

・道整備交付金

自然と共生の環境にやさしい
町づくり

・汚水処理施設整備交付金

わたしの旅
益田・津和野・萩の歴史的な
場所を巡る旅

カトリック教会、藩校養老館跡、群庁跡、家老
多胡家表門、森鴎外記念館、太鼓谷稲成神社

人に優しい交流と福祉の郷づ
くり計画

・道整備交付金

人と自然に育まれ温もりのあ
る交流のまちづくり

・汚水処理施設整備交付金

吉賀町 地域再生 エコビレッジかきのきむら構想 ・道整備交付金
・吉賀町の一部（旧柿
木村）

構造改革特区 潮風農業特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済

疏水百選 天川疏水

隠岐諸島の一角である海士町内の東側に位置
し、４方を山と海に囲まれた清閑な集落であ
り、名水百選のひとつである、「天川の水」を
利用した疏水。

地域再生
海士デパートメントストアー
プラン～「選ばれし島」まる
ごと届けます～

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
・地域通貨モデルシステムの導入支援

西ノ島町 構造改革特区
誰もが安心して暮らせる西ノ
島町特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

隠岐の島町幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

誰もが安心して暮らせる隠岐
の島町特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

雲南市

奥出雲町

斐川町

美郷町

邑南町

津和野町

海士町

隠岐の島町

地域再生

地域再生

構造改革特区

地域再生

構造改革特区

地域再生
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岡山県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生

全国都市再生モデル調査
「住環境・まちづくりいきいき
助け合いネットワークシステム
に関する調査」

・ボランティアへの参加等に対するポイントカー
ドシステム等のネットワークカードサービス
・ライフステージに応じた住み替え支援サービス
・リフォーム工事等サポートサービスの構築

福祉移送特区 ・ＮＰＯによるボランティア輸送の有償化 ・特例の全国化済

おかやまスペシャリスト育成
教育特区

・高等学校等における校外学修の認定単位数の
拡大

・特例の全国化済

ものづくり 産学連携製造中核人材育成事業
コンビナート製造現場中核人材（高度運転・安
全関連）育成事業
社団法人山陽技術振興会

浅口郡 ものづくり
地域新生コンソーシアム研究
開発事業

・磨き加工なしで自動車部品用金型等が製作で
きる加工システムを開発。従来、検出が困難で
あった切削抵抗をオンラインで検出することに
より、切削状態を制御可能とする技術。

岡山市、倉敷
市、玉野市、
総社市、瀬戸
内市、灘崎
町、茶屋町、
山手村、船穂
町、清音村

都市再生

全国都市再生モデル調査
「公共交通の再生・活用による
都市モビリティの向上に資する
調査」

・公共交通に対する利用者の意識調査や改善要望等
の把握をはかった
・中心市街地への自家用車通勤者の公共交通利用の
可能性を探った
・バスマップを利用した乗継ぎ調査を実施し具体的
な改善策を探った
・まちづくり交付金採択（16年度）（岡山都の原
風景創生地区）
・まちづくり交付金採択（17年度）（倉敷駅周辺
地区）

都市再生緊急整備地域
　「岡山駅東・表町地域」
(47ha)

・幸町10番地区（出石小学校跡地）において、
事業プロポーザルを実施、優先交渉権者を決定
(16.3)、定期借地権設定契約の締結
（17.12）、竣工予定（20.1）

全国都市再生モデル調査
「市民版駅西地区再生プランの
策定」

・岡山駅西地域の木造老朽建物密集市街地の課
題への取組み
・住民や商店主、大学生、買い物客等多様な参
画によるワークショップ

児童福祉施設調理特区
・児童福祉施設における調理業務担当者派遣の
容認

・特例の全国化済

キャリア教育特区

・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置
・運動場に係る要件の弾力化による大学設置
・空地に係る要件の弾力化による大学設置

岡山市御津教育特区

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置

・岡山市の一部（旧御
津町）

ＩＴ特区
・５ＧＨｚ帯無線アクセスシステムにおける空
中線利得増大の容認

・特例の全国化済

わたしの旅
日本列島と大陸を結ぶ、海の
道を訪ねる旅

御津町

疏水百選 西川用水

市街の中心部を流れ、下流の農業地域に農業用水を
供給する全長１６ｋｍに及ぶ農業用水路。美しい景
観を生み出し、水に親しみ四季を通じて花や生き物
にふれあうことが出来、人々に「うるおい」と「や
すらぎ」をもたらす貴重な空間。

地域再生 おかやま水環境再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
「人と環境にやさしい都心の再生」の目標を実
現するため、民間事業者・商業者等と協働しな
がら取り組む。

がんばる商店街77選 奉還町商店街
コミュニティー施設｢奉還町りぶら｣を拠点に、
様々な人や団体との連携を強化。関わりを通じ
て事業を展開していくことで、商店街を活性化

　

倉敷市 都市再生
全国都市再生モデル調査
「地方の個性を活かした身の丈
サイズのまちづくり検討調査」

・身の丈にあった、リスクの少ない再開発事業
手法の検討
・市民の意向に即した機能、施設の導入
・防災機能の向上にも資する道路整備

岡山県

岡山市

構造改革特区

都市再生

構造改革特区
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岡山県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

全国都市再生モデル調査
「地方の既成市街地における小
規模土地区画整理事業の有効活
用検討調査」

・倉敷駅周辺地区の狭隘な道路、複雑な土地等の権
利関係から建替え等の更新が困難となって課題への
取り組み
・地域の実情に対応可能な小規模な土地区画整理手
法の活用を検討
・まちづくり交付金採択（18年度）（倉敷駅前東
地区）

全国都市再生モデル調査
「倉敷町屋ﾄﾗｽﾄ」

・古民家の利活用システムの構築
・職人や専門家を講師とする技術伝承・活用講
座の開催
・講座受講者の観光ボランティアガイド等とし
て活用

18年度採択分

水島港国際物流・産業特区

・埋立地の用途変更手続きの柔軟化
・埋立地の用途区分の柔軟化　
・特定埠頭の運営効率化　
・仮ナンバー表示の柔軟化

・倉敷市の一部（水島
港臨港地区）

「国際文化都市倉敷」英語教
育推進特区

・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

くらしき広告景観特区
・条例違反の屋外広告物除却の迅速化及び対象
拡大

・特例の全国化済
・倉敷市の一部

国際競争力のあ
る観光地づくり

観光都市「くらしき」観光ル
ネッサンスプラン　２００６

観光ルネサンス事業
（まちづくり交付金と連携）

日本列島と大陸を結ぶ、海の
道を訪ねる旅

吉備津神社、下津井

「ものがたり」のある美術館
を訪ねて－吉備の国＋（きび
のくにプラス）編

大原美術館、倉敷アイビースクエア

疏水百選 東西用水（高梁川・笠井堰掛）

県下最大の穀倉地域。現在は周辺整備も行われ水辺
空間を最大限活かすよう配慮され、１５連の南配水
樋門をはじめ一連の施設は組合や地域に守られなが
ら住民に安らぎを与えている。

地域再生
魅力ある漁業を目指した港づ
くり

・港整備交付金
・倉敷市の一部（地方
港湾下津井港、第一種
漁港通生漁港）

立ち上がる農山漁村

下津井地区漁連青壮年部、海
の特産品開発研究会、下津井
を考える会 他

漁村の特性や伝統を活かした町づくり 平成１６年度選定

構造改革特区 市民農園開設サポート特区 ・市民農園の開設者の範囲の拡大 ・特例の全国化済

地域再生
キラめく未来，人と自然が活
きるまちづくり再生計画

・汚水処理施設整備交付金

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

都市観光の推進

全国都市再生モデル調査
「玉野みなと国際芸術祭事業化
を活用したみなとまちづくり方
策検討調査」

・芸術を切り口として港を中心としたにぎわい
創出
・市民との協働の推進

全国都市再生モデル調査
「｢技術のまち玉野｣再生｡若者就
労支援策ｷｬﾘｱ形成職人塾設立に
関する調査」

・既存の研修施設を活用した活力ある玉野の実現
・シニア層を活用した研修トライアルの試行実施
・地元企業への就職促進イベント等の開催

18年度採択分

笠岡市 わたしの旅
「ものがたり」のある美術館
を訪ねて－吉備の国＋（きび
のくにプラス）編

竹喬美術館

わたしの旅
「ものがたり」のある美術館
を訪ねて－吉備の国＋（きび
のくにプラス）編

華鴒美術館

地域資源を活かした都市と農
村の交流推進計画

・道整備交付金

キラリと輝くまちづくり計画 ・汚水処理施設整備交付金

倉敷市

津山市

玉野市

井原市

都市再生

構造改革特区

わたしの旅

都市再生

地域再生
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岡山県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

総社市 地域再生
総社市「水とみどりあふれる
快適なまちづくり」計画

・汚水処理施設整備交付金

就農支援特区 ・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・特例の全国化済
・高梁市の一部（旧川
上町）

有漢町農地有効利用活性化特区 ・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・特例の全国化済
・高梁市の一部（旧有
漢町）

わたしの旅
「ものがたり」のある美術館
を訪ねて－吉備の国＋（きび
のくにプラス）編

成羽美術館

安心して暮らせる高梁まちづ
くり計画

・道整備交付金

「生活の質の向上を目指した
まちづくり」計画

・汚水処理施設整備交付金

都市再生

全国都市再生モデル調査
「｢高齢者と子どもたち｣が主役
のまちづくりｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽ社会実
験」

・高齢者の立ち寄り処、子供の居場所、市民の
交流の場の創出
・地域の中心に位置する旧商家を活用
・「まちづくり交流拠点・よりどころ」を形成

18年度採択分

地産で安心、新見の楽しい給
食特区

・公立保育所における給食の外部搬入容認
・新見市の一部（旧新
見市）

「国際交流を推進する新見
市」英語教育充実特区

・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

うるおいとにぎわいの都市づ
くり計画

・道整備交付金

新見市うるおいの「環境都
市」づくり計画

・汚水処理施設整備交付金

～ラストワンマイルで産業創造
を～　《かのさと『にいみ』地
域ブランド育成・雇用促進計
画》

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

わたしの旅
古窯に日本の陶磁器産業の源
流をたずねる旅

備前陶芸美術館、備前焼伝統産業会館、閑谷学校

地域再生 地場産業である漁業支援計画 ・港整備交付金

・備前市の一部（地方港湾
東備港、地方港湾鴻島港、
第一種漁港頭島漁港、第一
種漁港大多府漁港）

わたしの旅
日本列島と大陸を結ぶ、海の
道を訪ねる旅

牛窓

瀬戸内の人と自然が共生する
まちの再生計画

・汚水処理施設整備交付金

豊かな自然と歴史を活かした交
流と創造の都市「つなぐ・いか
す・つくる」のまちづくり計画

・道整備交付金

赤磐市 地域再生
緑と水を生かした快適な生活
環境の創造「人゛いきいき″
まち゛きらり″」づくり計画

・道整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「湯原温泉｢温泉ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ
育成｣ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」

・人材育成（湯原温泉の温泉、自然、歴史、環
境、健康について）
・街ずくり

コスモスの里農業チャレンジ
特区

・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・特例の全国化済
・真庭市の一部（旧北
房町）

市民農園開設支援特区 ・市民農園の開設者の範囲の拡大
・特例の全国化済
・真庭市の一部（旧勝
山町）

地域再生
豊かな自然と地域資源を活か
した人と環境にやさしい『杜
市』づくり計画

・道整備交付金

高梁市

新見市

備前市

瀬戸内市

真庭市

構造改革特区

地域再生

構造改革特区

地域再生

地域再生

構造改革特区
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岡山県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

次世代中核産業形成プロジェ
クト

新型掘削用超硬ビットの製造・販売 新連携認定

地域新生コンソーシアム研究
開発事業

・マグネシウム合金部品の金型シミュレーション技
術、表面研磨技術と塗装技術を開発。革新的で低コ
スト・生産性・品質向上の製造プロセスとして、携
帯電話筐体等の製造技術に利用。

美作の国・賑わいのある田園
都市特区

・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

東粟倉地区農地活用推進特区 ・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・特例の全国化済
・美作市の一部（旧東
粟倉村の農業振興地域）

地域再生 みまさか源流域清流再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

浅口市 構造改革特区 鴨方町酒米栽培振興特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済
・浅口市の一部（旧鴨
方町）

里庄町 地域再生 快適な生活環境まちづくり計画 ・汚水処理施設整備交付金

矢掛町 地域再生
やさしさにあふれ　かいてき
で　げんきなまちづくり計画

・道整備交付金
・汚水処理施設整備交付金

新庄村 地域再生 新庄村「源流域清流」再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

鏡野町 地域再生 「田園文化の里」鏡野再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

快適で活力あるまちづくり計画 ・道整備交付金

水と暮らす美しいまち奈義町
清流再生計画

・汚水処理施設整備交付金

西粟倉村 地域再生
みちでつくるワンダフル山村
計画

・道整備交付金

構造改革特区
「川柳とエンゼルの里」農地
活用推進特区

・農地取得後の農地下限面積要件の緩和 ・特例の全国化済

地域再生 くめなん清流再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

美咲町 地域再生
吉井川・旭川の源流の美しさ
を保つ清流再生計画

・汚水処理施設整備交付金

真庭市

美作市

奈義町

久米南町

構造改革特区

地域再生

ものづくり
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広島県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

全国都市再生モデル調査
「木材･建築ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ改革 及び 
IT高度利用住宅生産の連携によ
る広島県産材を初めとする国産
材利用の促進と地産地消のまち
づくりの調査」

・木材のロジスティクス改革。山と住宅用木材へ加
工するときの課題
・地域の景観や町並みに配慮した家造り。住む人の
暮らしも町の景観
・ICタグを利用し木材の生産履歴や強度等の情報を
1本ごとに表示

全国都市再生モデル調査
「中間支援組織を通じてのNPO
支援ﾓﾃﾞﾙ(資金調達支援･社会資
源循環ｼｽﾃﾑ構築)ﾓﾃﾞﾙ調査」

・中間支援組織を通じた担い手への企業寄付の
促進
・企業と担い手のマッチング、住民寄付の促進
のための具体的検討と実験的取組
・持続可能な形で担い手の資金確保の円滑化

18年度採択分

環境にやさしいカーシェアリ
ング広島特区

・無人の自動車貸し出し（レンタカー型カー
シェアリング）

・特例の全国化済

ＩＴひろしま・産業人材育成
特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

ひろしまから世界へ羽ばたく
人材育成特区

・高等学校等における外国留学時認定可能単位
数の拡大

ものづくり 産学連携製造中核人材育成事業
半導体関連産業におけるＬＳＩ及び応用システ
ムの設計・製造に係る中核人材育成事業
国立大学法人広島大学

都市再生プロジェクト
「地方中枢都市における先進的
で個性ある都市づくり」

＜水の都の再生＞
○河川や河岸緑地等の豊かな水辺を、民間の創意
工夫を最大限生かしうる空間として活用し「水の
都ひろしま」にふさわしい都市空間を創造

都市再生プロジェクト
「ＰＦＩ手法の一層の展開」

国家公務員宿舎整備事業（舟入住宅）につい
て、民間事業者と事業計画を締結

都市再生プロジェクト
「都市の安全・安心の再構築」

「広島市流川・薬研堀地区」をモデル的取組の
展開を図る地区として位置づけ(17.6)

都市再生緊急整備地域
「広島駅周辺地域」（73ha）

・新球場の建設を広島駅の南口の貨物ヤード跡
地とする基本方針を市が公表(17.9)

全国都市再生モデル調査
「「水の都ひろしま」の実現に
向けたにぎわいづくり方策検討
調査」

・川を生かした他都市事例の調査により本市の課題
を明らかにする。
・現況調査により京橋地区に相応しい取組の方向性
を明らかにする。
・上記を踏まえ、社会実験の枠組みをとりまとめる。

全国都市再生モデル調査
「既存ストックを有効活用した
都心部の交通円滑化調査」

・交通量調査、ピーク時信号現時状況、等
・交差点解析
・現況課題に対する現示検討

全国都市再生モデル調査
「市民・NPO・事業者の活力と
河川空間の魅力を生かした新た
な都心のシンボル空間づくり調
査」

・都心の水辺と公園の一体化によるシンボル空
間づくり
・市民・ＮＰＯ・事業者の協働による水都文化
の発信

全国都市再生モデル調査
「流川・薬研堀地区安全なまち
づくりの推進」

・流川・薬研堀地区において、安全・安心な賑わい
を回復する取り組み
・地元住民、警察、行政の緊密な連携・協働のあり
方の構築
・パトロール・防犯カメラ、死角となる生け垣等の
撤去実施等の実施

全国都市再生モデル調査
「雁木を活かした水上交通によ
る水の都の賑わいづくりのため
の実験･調査」

・雁木を地域が管理する運営・管理体制の構築
・イベントと連携したシャトル便の実験的運用
・予約,料金徴収のＩＴ化のシステム設計の実施
・雁木によるまちのにぎわい創出と水の都再生

18年度採択分

全国都市再生モデル調査
「 ｢こいっ子ふれあいの水辺｣か
らまちづくり!
学校及び地域団体との連携によ
る水辺の環境学習及びﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
拠点の形成」

・子供達の環境学習を通じたリーダー養成
・水辺の体験型レクリエーションの定期的試行
実施
・アート展示等の修景整備、イベント等によ
り、河川敷におけるにぎわい創出と地域活性化
を図る

18年度採択分

広島県

広島市

都市再生

構造改革特区

都市再生
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広島県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

広島国際物流・交流特区 ・臨時開庁手数料の軽減 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

広島研究開発・創業特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注２）

ビジネス人材養成特区

・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置
・運動場に係る要件の弾力化による大学設置
・空地に係る要件の弾力化による大学設置

広島市福祉有償運送セダン型
車両特区

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

広島研究開発・創業特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注２）

すくすく・のびのび給食特区 ・公立保育所における給食の外部搬入容認
・呉市の一部（倉橋町
及び蒲刈町）

日本列島と大陸を結ぶ、海の
道を訪ねる旅

蒲刈、松濤園

万葉の旅
倉橋島（桂ヶ浜、長門の造船歴史館、歴史民俗
資料館）

特別賞

安全で安心な「みなと・ネッ
トワーク」の創出計画

・港整備交付金

・呉市の一部(釣士田
港、大地蔵漁港)
・同一計画の区域（江
田島の一部(中田港)）

呉ものづくり産業振興・雇用
創造促進計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
・日本政策投資銀行の低利融資等

『海色の歴史回廊　くれ』美
しき瀬戸　再生計画

・汚水処理施設整備交付金

ものづくり
次世代中核産業形成プロジェ
クト

レーザー式表面傷自動検査装置の製造・販売 新連携認定

がんばる商店街77選 呉市中央地区６商店街

商店街の空き店舗情報を積極的に公開。女性タ
ウンマネージャーらの活躍により、商店街を
「買い物の場所」から「楽しい場所」へとイ
メージチェンジ

　

都市再生

全国都市再生モデル調査
「町並み保存地区における空家
を活用した，地元地域学プログ
ラム実施による，新「まちなか
コミュニティ」づくり」

・竹原市の町並み保存地区の空き家を活用
・郷土学等を学ぶ地域教育の拠点（「瀬戸内海
塾」）の形成
・定住、半定住、ロングステイ等のプログラム
づくり

構造改革特区
瀬戸内に輝く竹原自然・まち
なみ再生特区

・過疎地におけるNPO等による空き家情報の提供
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化

・特例の全国化済
・竹原市の一部（竹原
市本町、高崎町阿波
島、忠海町）

地域再生
安全・安心で賑わいのあるみ
なと創出計画

・港整備交付金
竹原市の一部（竹原港、
忠海港、長浜漁港）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「尾道携帯観光ﾅﾋﾞｼｽﾃﾑ｢どこで
も博物館｣の活用による地域活性
化調査」

・携帯ＨＰに、市民の暮らしに役立つ新しいコンテ
ンツを発信する
・携帯ＨＰに掲載済みの既存コンテンツ・既存ペー
ジを改良する
・情報交流拠点を整備し、市民・観光客への利用促
進・啓発を行う

地域再生
尾道市「心豊かなみなとづく
り」計画

・汚水処理施設整備交付金

福山市 都市再生
都市再生緊急整備地域
 「福山駅南地域」（11ha）

・伏見町地区において、事業パートナー選定
(17.8)
・東桜町地区において、再開発事業の認可
(17.11)

広島市

呉市

竹原市

尾道市

構造改革特区

構造改革特区

わたしの旅

地域再生
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広島県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

びんご産業再生特区 ・再生資源を利用したアルコール製造の容認
・福山市の一部（箕沖
町の全域及び草戸町の
一部）

みろくの里スローライフ特区
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理

・福山市の一部（沼隈町）

日本列島と大陸を結ぶ、海の
道を訪ねる旅

鞆の浦

万葉の旅 鞆の浦、対潮楼、広島県立博物館 特別賞

疏水百選 芦田川用水

本地域では、温暖少雨の瀬戸内海気候のため，古来
より慢性的な水不足に悩まされ，県内２位の箇所数
を有するため池を築造するなど水の確保に取り組ん
できた。昭和36年に国営（三川ダム）附帯かんが
い排水事業により農業用水が確保され、現在では水
辺空間としても大切な役割を担っている。

地域再生
自然・歴史・文化に調和した
「美しいみなと」の創出計画

・港整備交付金
・福山市の一部（千年
港、横田港、阿伏兎
港、田尻漁港）

構造改革特区 教育都市みよし特区 ・市町村負担教職員任用の容認 ・特例の全国化済

交流拡大による地域再生計画 ・道整備交付金
・同一計画の区域（庄
原市）

「リバーリバイブ　みよし」
三次水環境再生計画

・汚水処理施設整備交付金

誰もが集える地域の交流の家
・補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の
転用の弾力化

・三次市の一部（粟屋
西地区）

出雲街道の再生へ
・補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の
転用の弾力化

・三次市の一部（布野町）

立ち上がる農山漁村 第三セクター（株）君田２１ 温泉と特産物による地域交流 平成１６年度選定

全国都市再生モデル調査
「観光客100万人の市街地誘導
による都市再生施策調査」

・空き店舗で市民活動の拠点「市民交流サロン・
ラッキー」を整備
・市民活動活性化ワークショップを立ち上げ、夢や
企画を具体化
・古い酒蔵を改修し街の風情にあった『楽笑座』を
整備中

全国都市再生モデル調査
「木質ﾊﾞｲｵﾏｽを用いた資源循環
型の都市づくりと観光資源の創
出」

・木質ペレットの生産と流通を担う事業体の検討
・ペレットストーブ等の導入，普及体制の確立
・家庭用モデルの開発や木炭バスの導入検討
・未利用バイオマスを活用した資源循環型まち
づくりの実現

18年度採択分

地域再生 交流拡大による地域再生計画 ・道整備交付金
・同一計画の区域（三
次市）

大竹市 構造改革特区 おおたけ少人数教育特区 ・市町村負担教職員任用の容認 ・特例の全国化済

都市再生
全国都市再生モデル調査
「中心市街地とその周辺部の連
携による都市再生検討調査」

・多様なニーズに対応する都市機能の充実
・魅力ある都市の個性づくり、文化を核とした交流
の拠点づくり
・市民の活動を生かす体制づくり
・まちづくり交付金採択（17年度）（西条駅周辺
地区）

広島研究開発・創業特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注２）

東広島市福祉運送セダン特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

わたしの旅 万葉の旅 風早（祝詞山八幡神社）、 特別賞

構造改革特区 広島国際物流・交流特区 ・臨時開庁手数料の軽減 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

わたしの旅 万葉の旅 宮島（世界文化遺産　厳島神社） 特別賞

福山市

三次市

庄原市

東広島市

廿日市市

構造改革特区

わたしの旅

地域再生

都市再生

構造改革特区
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広島県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

安芸高田市 わたしの旅 宍戸の里をたずねる旅

五龍城跡、唯松庵跡、理窓院、宍戸元源の墓、冠念
寺跡、宍戸大明神、宍戸隆家の墓、六地蔵、福寿
荘、湧永庭園、川底の石の出土地、千貫水、高林
坊、春日大社

江田島市 地域再生
安全で安心な「みなと・ネッ
トワーク」の創出計画

・港整備交付金

・江田島市の一部（中田
港）
・同一計画の区域（呉市
の一部(釣士田港、大地蔵
漁港)）

府中町 構造改革特区 広島研究開発・創業特区

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の
容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注２）

海田町 構造改革特区 広島国際物流・交流特区 ・臨時開庁手数料の軽減 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

地域再生
熊野筆産業振興及び雇用促進
計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

次世代中核産業形成プロジェ
クト

革新的加減速効率を実現する高精度ベアリング
ギアの製造・販売

新連携認定

ものづくり日本大賞
（総理大臣表彰）

伝統的毛筆製造技術を応用した新製品”化粧
筆”を開発・提案し、国内外に新市場を開拓
　高本和夫（株式会社白鳳堂）

坂町 構造改革特区 広島国際物流・交流特区 ・臨時開庁手数料の軽減 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

地域再生
道の駅を核とした広域観光
ネットワーク形成等による地
域再生計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（北
広島町）

地域再生 太田川清流の里再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

北広島町 地域再生
道の駅を核とした広域観光
ネットワーク形成等による地
域再生計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（安
芸太田町）

神石高原町 地域再生
神石高原町「支えあい，助け
あい誰もが生涯輝く地域づく
り」計画

・補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の
転用の弾力化

同一計画の区域

（注１）広島市、廿日市市、海田町、坂町

（注２）広島市、呉市、東広島市、府中町

熊野町

安芸太田町

ものづくり
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山口県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

全国都市再生モデル調査
「下関海峡パノラマ構想再生モ
デル調査」

・下関市ならではの「観光」を切り口に来訪者の拡
大を図る
・海峡の景観や歴史的建造物等の連携による滞在型
観光への移行
・民間団体と行政機関の共通認識による観光戦略へ
の取り組み
・まちづくり交付金採択（16年度）（海峡パノラ
マ地区）
・まちづくり交付金採択（17年度）（彦島西山地区）

全国都市再生モデル調査
「体験型栽培緑化施設構想モデ
ル調査」

・栽培体験施設の設置・運営のためのワークショッ
プ開催
・住民ボランティア等の協力体制の構築
・近接の温泉と組み合わせた滞在型観光コースへの
取込の検討
・都市と農村の交流拡大と観光振興

18年度採択分

経済産業政策局 下関地区水産業活性化特区
・漁港施設の民間事業
者への貸付けの容認

下関地区水産業活性化特区 ・漁港施設の民間事業者への貸付けの容認
・下関市の一部（唐戸
地区、彦島地区及び大
和町一帯）

下関市特養サテライト特区 ・サテライト型特別養護老人ホームの設置の容認
・特例の全国化済
・下関市の一部（旧下
関市）

ホタルといで湯の里どぶろく
特区

・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和 ・下関市の一部（豊田町）

下関市・東アジアロジステ
ｲック特区

・臨時開庁手数料の軽減

・特例の全国化済
・下関港臨港地区の一
部(本港地区及び岬之町
地区)

とよたアグリビジネス特区

・農地貸し付け方式による株式会社等の農業
　経営への参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和

・特例の全国化済
・下関市の一部（旧豊
田町）

日本の海外交流の軌跡を九州
に訪ねて

日清講和記念館、旧英国領事館、赤間神社、朝
鮮通信使上陸記念碑、城下町、壇浦古戦場、関
門橋

日本列島と大陸を結ぶ、海の
道を訪ねる旅

赤間神社、日清講和記念館、柳井港、上関、室津

幕末長州藩・時代を変えた若
者達の熱気を辿る旅－高杉晋
作の足跡をたどる

奇兵隊陣屋、功山寺、武家屋敷、前田砲台、壇ノ浦
砲台、火の山公園、赤間神宮、日清講和記念館、奇
兵隊陣屋跡、高杉晋作の墓、東行庵、白石正一郎邸
宅跡、林算九郎邸、日和山公園、光明寺

北九州市と周辺の、弥生時代
から現在までの歴史と文化を
訪ねる旅

巌流島、唐戸桟橋、日清講和記念館、赤間神
宮、長府博物館、功山寺、川棚温泉、土居ヶ浜
遺跡人類学ミュージアム

地域再生
自然と歴史と人が織りなす交
流のまちづくり計画

・道整備交付金

中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
２極をつなぐ軸整備等により、エリアの面的融
合を図り、地域内循環を促進し、中心市街地一
体化を実現する。

都市再生

全国都市再生モデル調査
「都市基盤の整備と併せた商業
等の活性化のための、まちづく
りにおける都市空間のイメージ
共有手法の開発」

・CGによる「まち」の完成予想の映像化
・インターネットを活用した街の将来イメージのリ
アルタイム発信
・地域住民のイメージの共有
・まちづくり交付金採択（17年度）（小串地区）

宇部地域産学公連携研究開発
促進特区

・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、
　使用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・特例の全国化済

宇部市ＩＣＴ技術者育成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

下関市

宇部市

都市再生

構造改革特区

わたしの旅

構造改革特区
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山口県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

宇部市 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
市役所及びその周辺を核としたまちづくりを念
頭に置き、併せて「まちの玄関」づくりとし
て、宇部新川駅周辺の整備を目指す。

幕末長州藩・時代を変えた若
者達の熱気を辿る旅－高杉晋
作の足跡をたどる

瑠璃光寺

宣教師ザビエルの足跡とキリ
シタン文化をたずねる旅

山口ザビエル記念聖堂、ザビエル記念公園

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
地域住民と行政が一体となった推進体制を確立
し、効率的・効果的にまちづくりを推進する。

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

歴史的なたたずまいを継承した街並み・まちづ
くり

全国都市再生モデル調査
「旧萩女子短期大学のストック
（既存の建築物等）を活用した
都市再生モデル調査」

・萩市及び旧萩女子短期大学施設のポテンシャ
ル分析
・萩市活性化のための事業検討
・カルチャー・リゾート計画に対する評価

益田・津和野・萩の歴史的な
場所を巡る旅

萩資料館、旧厚狭毛利家萩屋敷長屋、萩城跡、
菊屋家住宅、高杉晋作旧宅、木戸孝允旧宅、青
木周弼旧宅、円政寺、松陰神社

幕末長州藩・時代を変えた若
者達の熱気を辿る旅－高杉晋
作の足跡をたどる

萩博物館、高杉晋作生家、木戸孝允旧宅、円政寺、
藩校明倫館跡、明倫小学校、松陰神社、高杉晋作草
庵跡、伊藤博文旧宅、東光寺、野山獄、岩倉獄、問
田益田家旧宅土塀、旧厚狭毛利家萩屋敷、萩城跡、
指月公園、涙松跡、金麗社

疏水百選 藍場川

藍場川（大溝）は、城下町のたたずまいを色濃く残
す平安古・江向・川島の武家屋敷地域を縫うように
東西に流れる疏水。毛利藩政時代に開削され、現在
でも、かんがい用水或いは地域用水として利用さ
れ、また官民連携の下、景観、環境保全がなされて
おり、城下町・萩の観光スポットとして市民生活に
なくてはならない疏水となっている。

新萩市の将来像「自然と歴
史､文化に抱かれた 健やかで
うるおいのあるまち」をめざ
して 生活環境向上プラン

・汚水処理施設整備交付金

「地産・地消」豊かな食と緑
で彩るまちづくり計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（阿
武町）

構造改革特区
防府市内幼稚園入園年齢制限
の緩和特区

・三歳未満児の幼稚園入園の容認

地域再生
蛍舞う清流と共生するふるさ
と防府再生計画

・汚水処理施設整備交付金

中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
生活者を基本とした成熟した”都市型社会”の
実現を目指した都市環境の創出を図る。

下松市 都市再生
全国都市再生モデル調査
「市民住民による、中心市街地
の使い方や運用等の実地検証」

・駅前商店街周辺の再生へ向けて、実際に街を使う
人々の視点で活動
・市民のネットワークで多様な目的で街を使い、関
心を高めていった
・地元中心の協議会から、広く市民の参加を求める
ＮＰＯ法人の設立
・まちづくり交付金採択（17年度）（下松中央地区）

全国都市再生モデル調査
「米軍岩国基地とﾀｲｱｯﾌﾟしたま
ち興し」

・約３０年前休止した土地区画整理事業の状況
打破への契機
・住民自らによるまちづくりへの意識高揚
・第三者（学生等）からの目によるまちづくり
案の提案

全国都市再生モデル調査
「自然との共生やリサイクルの
まちづくりと震災対策を媒介と
した地域間ネットワーク」

・ペットボトル回収機による集客で商店街の活性化
・リサイクル商店街のネットワークで震災対策と観
光振興
・小学生のホタル育成ノウハウで都会の川にホタル
を飛ばす

地域再生 岩国市せせらぎ水路再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

山口市

萩市

都市再生

防府市

岩国市

わたしの旅

都市再生

わたしの旅

地域再生
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山口県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

地域再生
「美の川

ウツクシノカワ

」ふれあい・清流の

郷づくり計画
・汚水処理施設整備交付金

・合併等により取消
・岩国市の一部（旧美
川町）

中心市街地活性化基本計画
「中心市街地に人を集め､利用してもらうこ
と」を視点とした4つの柱に基づいて事業実施
を展開する。

中心市街地活性化基本計画
既往計画を精査するとともに、大きな整備目標を
たてるのではなく、「出来ること」から着実に取
り組み、息の長い地域活動につなげていく。

長門市 構造改革特区
山口油谷水田放牧(山口型放
牧)特区

・農地貸付方式による株式会社等の農業経営
　への参入の容認
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・長門市の一部（油谷町大
字向津具上、大字向津具
下、大字川尻(向津具半島)

やない都市・農村ふれあい交
流促進プラン

・道整備交付金

人と海と地域の交流ひろがる
柳井みなとまち再生計画

・港整備交付金
・柳井市の一部（柳井
港及び阿月漁港）

中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
まちづくりの主人公(主体)である市民、商業者(企
業)、そしてこれらを積極的に支援していくことに
なる行政の３者が協働して夢を実現する。

美祢市 構造改革特区
美祢社会復帰促進センターＰ
ＦＩ特区

・特定行刑施設における収容事務等の民間委託
の可能化
・特定行刑施設内における病院等の民間委託の
可能化

都市再生
全国都市再生モデル調査
「「駅と暮らそう！」駅まわ
り定住の推進」

・徳山駅周辺の空き住居や空地の構造、形態、面
積、状態等調査
・住宅へのリノベーションやコンバージョン等の事
業展開や利活用の検討
・まちづくり交付金採択（18年度）（徳山駅周辺
地区）

周南市ＩＴキャリア人材育成
特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

環境対応型コンビナート特区 ・電力の特定供給事業の許可対象の拡大
・特例の全国化済
・周南市の一部（周南
コンビナート地域）

地域再生
周南市「美しいせせらぎと緑
あふれる地域」の再生計画

・汚水処理施設整備交付金

中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
地域の最大の特色である市街地に近接する
「港」を生かした施策の推進を大きな柱の一つ
として、活性化に取り組む。

山陽小野田市 疏水百選 寝太郎堰（寝太郎用水）

本疏水は、厚狭川から「寝太郎堰」により取水し、
千町ヶ原に引く用水路「寝太郎用水」という。この
寝太郎堰の築造及び導水により千町ヶ原を拓き美田
となしたと云われる人物が、「寝太郎」と呼ばれて
いた人で伝説上の人物とされ、現実、この堰により
旧山陽町の中心部が発展、今日の繁栄の基礎が築か
れたことは事実であり、毎年祭祀が行われ人々に信
奉され親しまれています。

周防大島町 地域再生
「生涯現役の島づくり」周防
大島みなと再生プラン

・港整備交付金

和木町 構造改革特区 みんなそろって楽しい給食特区 ・公立保育所における給食の外部搬入

阿武町 地域再生
「地産・地消」豊かな食と緑
で彩るまちづくり計画

・道整備交付金 ・同一計画の区域（萩市）

岩国市

中心市街地活性化

地域再生

構造改革特区周南市

柳井市
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徳島県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生プロジェクト
「大阪圏におけるライフサイエ
ンスの国際拠点形成」

ライフサイエンスの基礎から臨床研究、産業化
に至る総合的な国際拠点を形成

全国都市再生モデル調査
「発光ダイオードで広がる「阿
南光のまちづくり」の調査」

・発光ダイオード技術をイベント等に活用した
まちづくりを実施
・温泉地めぐりコミュニティバスの実証実験、
光のイベントの常設展示館等の検討を実施。

全国都市再生モデル調査
「ユニバーサルデザインの実現
に向けた多様な主体の参加プロ
セス確立に関する調査」

・郷土文化会館等を訪れた者に対してイベント
形式での実態調査
・バリアフリーやトイレの誘導案内等の調査を
実施

ものづくり 産学連携製造中核人材育成事業
精密機械産業分野における中核人材育成プログ
ラムの開発
国立大学法人徳島大学

全国都市再生モデル調査
「『まち舞台・とくしま』まち
ライフ再生プロジェクト調査」

・街なか再生ビジョンの策定
・まちづくり交付金採択（17年度）（徳島駅南
北地区）

全国都市再生モデル調査
「川を生かしたまちづくり調
査」

・川をいかしたまちづくり協議会の設置
・水辺のガイドブックの作成、やすらぎベンチ
の設置
・徳島インターネット市民塾での活動の継続

構造改革特区
徳島市情報技術リーダー養成
特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

四国の城を「へんろ」する 徳島城跡

夏の夜のカーニバル阿波おど
りと藍染めのふるさとを訪ね
る旅

鳴門公園、眉山、徳島中央公園、千秋閣、十郎
兵衛屋敷

地域再生
とくしま・水のかがやき再生
計画

・汚水処理施設設備交付金

ものづくり 四国テクノブリッジ計画
徳島大学発ベンチャー企業による健康食品の開
発（美・ボーン、美革命）

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
交流人口、定住人口の拡大を目的として、大規模開
発も含めて、実現性の高い事業を実施する。

小松島市 都市再生

全国都市再生モデル調査
「小松島市における港の｢食｣を
要とした市民行政協働による持
続的まちづくり推進調査」

・「活々物産産直市」の継続社会実験
・「みなとカフェ」の魅力度向上による継続社
会実験
・ＷＩＮ＆ＷＩＮ型ボランティア制度の仕組み
づくりと試行実験

構造改革特区
地産地消で安心・安全　阿南
市給食特区

・公立保育所における給食の外部搬入容認
・阿南市の一部（旧那
賀川町）

疏水百選 那賀川用水

那賀川下流域は室町時代までは猛威をふるう那賀川の
洪水のたびに浸食・堆積を繰り返しており、自然水に
てわずかの農作業が行われていただけであった。先人
の筆舌に尽くしがたい労苦の結果、那賀川には多くの
堤防や堰、水路が築かれていき、地域の田は大いに潤
い、一大穀倉地帯が形成されていった。

地域再生
安全で安心な暮らしを確保す
る港づくり計画

・港整備交付金
・海陽町の一部（浅川
港及び大潟漁港）

吉野川市 構造改革特区
吉野川市川島町ふれあい教育
特区

・市町村負担教職員任用の容認
・特例の全国化・吉野川
市の一部（旧川島町）

美馬市 地域再生 清流の郷みま再生計画 ・汚水処理施設設備交付金

阿讃三好の農林業を支援する
まちづくり計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（東み
よし町の一部（旧三好
町、旧池田町の一部））

２億年の時の空間大歩危・小
歩危渓谷と大自然を活かした
山城再生計画

・道整備交付金 ・三好市の一部（山城町）

徳島県

徳島市

阿南市

三好市

都市再生

都市再生

わたしの旅

地域再生

205



徳島県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

地場産業の振興と交流による
町づくり計画

・道整備交付金
・三好市の一部（井川町
井内地区、西祖谷山村）

平家落人伝説の風土を活かし
たゆとりある山村再生計画

・道整備交付金
・三好市の一部（東祖
谷地区）

躍動とやさしさに包まれたふ
れあいの秘境・西祖谷計画

・道整備交付金
・合併等により取消
・三好市の一部（旧西祖
谷山村）

わたしの旅
源平屋島合戦－光と影の武士
（もののふ）達

道の駅にしいや、平家屋敷民俗資料館、祖谷の
かずら橋、祖谷温泉

疏水百選 香川用水

早明浦ダムを水源とする香川用水は、香川県の農業
用水、都市用水に供給する水の大動脈である。総延
長は１０６kmで、施設の維持管理及び配水管理
は、都市用水との共用区間３９km（導水トンネル
除く）は水資源機構が、また農業用水専用区間５９
kmは香川用水土地改良区がそれぞれ行っている。

勝浦町 地域再生
徳島東部の農林業を支援する
まちづくり計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（上
勝町）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「上勝町での持続的地域づくり
を目指した「多重連携交流芸術
活動」の基盤づくり」

・参加型芸術活動による地域づくりと交流を創出
・ワーキングホリデイの導入等による参加交流
型景観資源調査の実施
・廃校や棚田、空き家等を活用した芸術家等に
よる活動拠点を形成

上勝町まるごとエコツー特区
・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・市民農園の開設者の範囲の拡大

上勝町有償ボランティア輸送
特区

・交通機関空白の過疎地におけるボランティア
輸送の有償化

・特例の全国化済

地域再生
徳島東部の農林業を支援する
まちづくり計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（勝
浦町）

立ち上がる農山漁村
（株）いろどり、上勝町、上勝
彩部会、ＪＡ東とくしま 他

野山の枝葉の商品化による地域産業おこし 平成１６年度選定

那賀町 地域再生
阿南丹生谷の観光地と農林業
を支援するまちづくり計画

・道整備交付金

美波町 都市再生
全国都市再生モデル調査
「漁村密集市街地における防災
福祉のまちづくり調査」

・福祉事業との連携の下、地域ぐるみの防災体
制づくりの実施
・住民主体による日常的なまちづくり活動の創
出を図る調査

18年度採択分

構造改革特区 海部町ふるさと教員制度特区 ・市町村負担教職員任用の容認
・特例の全国化済
・海陽町の一部（旧海部
町）

宍喰の再活性化と山と緑を守
るまちづくり計画

・道整備交付金
・海陽町の一部（宍喰
地区）

安全で安心な暮らしを確保す
る港づくり計画

・港整備交付金
・同一計画の区域（海陽
町の一部（浅川港及び大
潟漁港）、阿南市）

藍住町 わたしの旅
夏の夜のカーニバル阿波おど
りと藍染めのふるさとを訪ね
る旅

藍住町歴史館藍の館

つるぎ町 地域再生
『将来にわたって住み続けた
い町』づくり計画

・道整備交付金

東みよし町 地域再生
阿讃三好の農林業を支援する
まちづくり計画

・道整備交付金

・同一計画の区域（三好
市、東みよし町の一部
（旧三好町、旧池田町の
一部））

三好市

上勝町

海陽町

地域再生

構造改革特区

地域再生
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香川県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

全国都市再生モデル調査
「間伐材の有効活用をはじめとし
た木材と建築のロジスティクス改
革 及び ＩＴ高度利用住宅生産の
連携による四国産材の促進と地産
地消のまちづくりの調査」

・大学や企業等との連携
・かがわ建築市場を結成し、地域産材の公共公
益施設への導入方策の検討
・地場木材を利用した環境共生型住宅を適正価
格で提供する体制を構築

全国都市再生モデル調査
「瀬戸内ｱｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ構想推進調
査」

・瀬戸内海の島嶼部と沿岸都市部の広域的な
ネットワーク化に向けて
・地域の歴史的･伝統的資源及び社会資本を活
用した芸術活動の提案
・地域活性化のための文化観光資源開発の検討

さぬき有害鳥獣対策特区 ・網又はわなを指定しての狩猟免許取得の容認

さぬき農村ふれあい特区
・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認　
・農業生産法人による農家民宿の経営容認

・特例の全国化済
・同一特区の区域（注２）

疏水百選 香川用水

早明浦ダムを水源とする香川用水は、香川県の農業
用水、都市用水に供給する水の大動脈である。総延
長は１０６kmで、施設の維持管理及び配水管理
は、都市用水との共用区間３９km（導水トンネル
除く）は水資源機構が、また農業用水専用区間５９
kmは香川用水土地改良区がそれぞれ行っている。

都市再生緊急整備地域「高松駅
周辺・丸亀町地域」（51ha）

丸亀町商店街A街区周辺地区の再開発着工開始
(17.1)
○丸亀町商店街A街区周辺地区について、都市再生
特別地区の都市計画決定（16.4）
○高松丸亀町商店街民間都市再生事業について民間
都市再生事業計画の国土交通大臣認定（18.1）

全国都市再生モデル調査
「地方都市開発におけるソフト
事業による活性化戦略とこれら
を契機とした地域おこし」

・地域都市開発におけるソフト事業戦略の展開
・地域内企業、ＮＰＯ、観光協会等が連携した
まちづくりの推進
・イベントインフラ等の整備

全国都市再生モデル調査
「『牟礼町まちづくり計画』に
基づく｢原風景を活かした元気な
まちづくり｣」

・牟礼町他周辺市町の広域活動
・源平屋島合戦史跡、観光資源、地場産業の調査
・調査結果をパンフレット、インターネット、
イベントで情報発信
・まちづくり交付金採択（17年度）（牟礼地区）

全国都市再生モデル調査
「地方都市における隣接地域の
魅力創造ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」

・市町合併以前の個々の観光、産業、文化など
の振興事業を一体化
・『屋島』を中心とした産業観光エリアの構築
に向けた取組の実施
・広域的な地域全体の活性化を図る調査

18年度採択分

糖質バイオクラスター特区
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認

・高松市の一部（香川
インテリジェントパー
ク、香川大学及び香川
医科大学）

瀬戸内海国際観光特区 ・短期滞在査証の発給手続きの簡素化

・特例の全国化済
・高松市の一部（旧高
松市、旧庵治町）
・同一計画の区域（注１）

おいでまい高松IT特区
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

四国の城を「へんろ」する 玉藻公園、栗林公園

源平屋島合戦－光と影の武士
（もののふ）達

洲崎寺、駒立岩

がんばる商店街77選 高松丸亀町商店街
土地の所有と利用を分離した商店街マネージメ
ント等の実現

　

構造改革特区 瀬戸内海国際観光特区 ・短期滞在査証の発給手続きの簡素化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

わたしの旅 四国の城を「へんろ」する 丸亀城、中津万象園

香川県

高松市

丸亀市

都市再生

構造改革特区

都市再生

構造改革特区

わたしの旅
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香川県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

丸亀市 地域再生 さぬき瀬戸内みなと交流計画 ・港整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

坂出市 構造改革特区 瀬戸内海国際観光特区 ・短期滞在査証の発給手続きの簡素化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

構造改革特区 瀬戸内海国際観光特区 ・短期滞在査証の発給手続きの簡素化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

地域再生 さぬき瀬戸内みなと交流計画 ・港整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞと｢劇場型観光ｶﾞｲ
ﾄﾞ｣を活用した『引田まち並みま
るごと観光』実現のための検討
調査」

・『手袋』『和三盆』等の地場産業や『町並
み』を見て・体験等して存分に楽しんで満足し
てもらう仕掛けづくり
・地域活性化を図る調査

18年度採択分

わたしの旅
源平屋島合戦－光と影の武士
（もののふ）達

大坂峠、うどん本陣山田屋

さぬき瀬戸内みなと交流計画 ・港整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

たからだの里、活性化計画 ・道整備交付金
・三豊市の一部（財田
町、山本町（河内地
区））

瀬戸内海国際観光特区 ・短期滞在査証の発給手続きの簡素化

・特例の全国化済
・三豊市の一部
（旧詫間町）
・同一計画の区域（注１）

グリーントピアたかせ特区 ・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・特例の全国化済
・三豊市の一部（旧高
瀬町の原下工業団地）

構造改革特区 瀬戸内海国際観光特区 ・短期滞在査証の発給手続きの簡素化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

地域再生 さぬき瀬戸内みなと交流計画 ・港整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

構造改革特区 瀬戸内海国際観光特区 ・短期滞在査証の発給手続きの簡素化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

地域再生 さぬき瀬戸内みなと交流計画 ・港整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

小豆島・内海町オリーブ振興
特区

・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済
・小豆島町の一部
（旧内海町）

小豆島こどもセンター運営特区
・幼稚園児と保育園児の合同活動
・保育事務の教育委員会への委任

・特例の全国化済
・小豆島町の一部
（旧池田町）

瀬戸内海国際観光特区 ・短期滞在査証の発給手続きの簡素化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

地域再生 さぬき瀬戸内みなと交流計画 ・港整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

立ち上がる農山漁村 (株)ヤマヒサ 島産オリーブ振興特区と特許を活用した地域振興 平成１７年度選定

構造改革特区 糖質バイオクラスター特区
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認

・三木町の一部（香川
インテリジェントパー
ク、香川大学及び香川
医科大学）

地域再生
三木町「清流新川と田園都
市」再生計画

・汚水処理施設整備交付金
・三木町の一部（三木
処理区中部地区・三木
東地区）

ものづくり
ものづくり日本大賞
（総理大臣表彰）

水族館の概念を変えたアクリルパネル政策技術
の開発
　中條利史（日プラ株式会社）

三木町等

構造改革特区 瀬戸内海国際観光特区 ・短期滞在査証の発給手続きの簡素化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注１）

地域再生 さぬき瀬戸内みなと交流計画 ・港整備交付金 ・同一計画の区域（注３）

観音寺市

東かがわ市

三豊市

多度津町

土庄町

小豆島町

三木町

直島町

地域再生

構造改革特区

構造改革特区
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香川県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

直島町 わたしの旅
「ものがたり」のある美術館
を訪ねて－吉備の国＋（きび
のくにプラス）編

ベネッセハウス、地中海美術館

琴平町 わたしの旅 四国の城を「へんろ」する 琴平町内

同一計画の区域

（注１）高松市（旧庵治町を含む）、丸亀市、坂出市、観音寺市、三豊市（旧詫間町）、小豆島町（旧内海町、旧池田町）、土庄町、直島町、
多度津町の区域の一部（男木島、女木島、本島、牛島、広島、手島、小手島、櫃石島、岩黒島、与島、小与島、伊吹島、小豆島、豊島、小豊
島、沖之島、大島、直島、屏風島、向島、佐柳島、高見島、粟島、志々島）

（注２）土庄町、三木町、香南町

（注３）丸亀市、観音寺市、三豊市、土庄町、小豆島町、直島町、多度津町の区域の一部（丸亀港、里浦港、小手島漁港、土庄港、内海港、馬
越港、王子前漁港、田浦漁港、詫間港、観音寺港、上新田漁港、大浜漁港及び宮浦港）
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愛媛県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

愛媛県 ものづくり 産学連携製造中核人材育成事業
四国地域における紙産業の先導的中核人材育成
事業
愛媛県紙産業研究センター

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

都市観光の推進

全国都市再生モデル調査
「若者が創る『坂の上の雲』の
まちづくりモデル調査ー元気な
志民プロジェクトー」

・まち全体を屋根のない博物館と捉えたまちづく
り。
・市民団体が提案・実施・検証する地域主体のまち
づくり活動。
・市民参加を高めまちづくり運動を加速。
・まちづくり交付金採択（16年度）（松山市中心
地区）

全国都市再生モデル調査
「Welcome to Matsuyama!国
際観光都市に向けて､外国人観光
客の受け入れ態勢づくり」

・行政･関連業者･在住外国人・NPOによる受入に
ついての連携
・外国人の視点に立った多言語観光マップ及びホー
ムページの作成
・滞在時のサポート体制構築と地域の受入に対する
啓発

全国都市再生モデル調査
「四国･松山･道後温泉歴史漂う
景観まちづくり宣言(マニフェス
ト)検討モデル調査」

・地域プランの作成、フォトコンテストの開催等を
通したまちの点検
・景観宣言（マニフェスト）の策定

松山市キャリア人材育成特区
・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置

松山市観て歩いて暮せるまち
づくり交通特区

・地域参加型のまちづくり計画に基づく交通規
制の実施

・特例の全国化済
・松山市の区域の一部
（中心市街地、道後地
区及び三津地区）

松山市IT人材育成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

小中連携による｢国際・職
業」教育特区

・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

愛媛バイオ研究開発特区
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国有施設等の廉価使用の拡大

・特例の全国化済
・同一特区の区域（東
温市（旧重信町））

宵まち歩き☆道後旅情
観光ルネサンス事業
（まちづくり交付金と連携）

韓国教育旅行誘致事業 ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業
平成17年度実施  教育
旅行誘致

わたしの旅 四国の城を「へんろ」する 松山城

地域再生

「まちを知り、愛します松
山」俺たちにできるまち再生
計画～『大学生とNPOの融
合』への仕掛け～

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

ものづくり
地域新生コンソーシアム研究
開発事業

・光ファイバグレーティング (ＦＢＧ) による超
高感度な歪みセンサ技術により新しい防災監視
システムを開発。高度に安全な社会を実現する
ため急務となっているトンネルや橋梁など、構
造物の崩落を予知し、防災することに期待。

がんばる商店街77選 松山中央商店街

商店街のアーケード内の道路空間（公共空間）
を活用した大型映像装置により情報発信事業を
実施することで、財政基盤の確保を図り、まち
づくりに還元

　

都市再生
全国都市再生モデル調査
「自立型地方都市再生のための
地域力整備に関する調査」

・次世代人材育成のプログラム作り
・日本最大の集積を生かした産業の活性化

構造改革特区
愛媛県東予地域外国人研修生
受入れ特区

・外国人研修生受入れ促進
・同一特区の区域（新
居浜市、西条市）

都市再生

構造改革特区

国際競争力のあ
る観光地づくり

松山市

今治市
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愛媛県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 今治市しまなみ教育特区 ・校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置

ひとに優しい森林づくり・都
市づくり交流促進計画

・道整備交付金

しまなみにぎわい創出計画 ・港整備交付金

・今治市、上島町の区域
の一部(古江港、井ノ口
港、立石港、桜井漁港及
び岩城漁港)

地域再生
“牛鬼の里”海と山の資源を
活かした食産維新による地域
づくり計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
・日本政策投資銀行の低利融資等

・同一計画区域（鬼北
町、松野町）

わたしの旅 四国の城を「へんろ」する 宇和島城

八幡浜市 地域再生 ”みなとまち八幡浜”再生計画 ・港整備交付金
・八幡浜市の区域の一
部（八幡浜港及び大島
（真穴）漁港）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「山と海と中心市街地を結ぶ資
源循環型ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝまちづくり戦
略の構築」

・中心商店街と市民・地域の生産者の連携
・地域活性化策の具体化戦略を構築
・地域再生まちづくりの推進を図る調査

18年度採択分

愛媛県東予地域外国人研修生
受入れ特区

・外国人研修生受入れ促進
・同一特区の区域（今
治市、西条市）

新居浜市認知症高齢者安心お
泊まり特区

・認知症高齢者グループホームにおけるショー
トステイの受入れ

・特例の全国化済

新居浜市ＩＴ人材育成特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一
部免除

新居浜市伝える力を育てる教
育特区

・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

大島白いも特区
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認

・特例の全国化済

わたしの旅
別子銅山の近代化産業遺産と
花めぐりの旅

広瀬歴史記念館、マインとピア別子、銅山の里
自然の家、銅山峰ヒュッテ、銅山越（峰地
蔵）、西赤石山、旧別子銅山、森林公園ゆらぎ
の森

構造改革特区
愛媛県東予地域外国人研修生
受入れ特区

・外国人研修生受入れ促進
・同一特区の区域（今
治市、新居浜市）

西条市カブトガニ天国再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

「西条市食品加工流通コンビ
ナート構想」推進計画

・補助対象施設の有効活用
・公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除

都市再生
全国都市再生モデル調査
「風土に根ざした上下流交流に
よる地域ｺﾐﾆﾃｨの再生調査」

・流域の伝統芸能をつなぎ、流域一体となった郷土
芸能継承を促進
・次世代の地域づくり、川づくりへの関心を高める
フォーラムを実施
・流域の河川文化を再発見する機会を設け、活動主
体の連携を促進

わたしの旅 四国の城を「へんろ」する 大洲城

伊予市 地域再生
「人と水が出会う郷（く
に）」再生プラン

・汚水処理施設整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「人工ゼオライトを活用した河
川環境改善構想調査」

・人工ゼオライトを利用した新たな地域産業を
創出
・ゼオライトを活用した水質浄化や脱臭等の実
証実験
・河川環境改善効果の目標設定

疏水百選 銅山川疏水

徳島県に流れ出る吉野川水系銅山川から、法皇山脈
を貫き、愛媛県四国中央市の宇摩平野まで流れる疏
水です。藩政期から多くの人々の努力が尽くされ、
100年以上の歳月を要して実現した分水です。

ものづくり 四国テクノブリッジ計画
デザイナーと地場産メーカーのコラボレーショ
ンによる新商品開発（Oil Cut Paper）

地域再生

構造改革特区

地域再生

新居浜市

西条市

大洲市

四国中央市

今治市

宇和島市
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愛媛県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 せいよ地域デイサービス特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

地域再生
交流と潤いのある地域づくり
計画

・道整備交付金

構造改革特区 愛媛バイオ研究開発特区
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国有施設等の廉価使用の拡大

・特例の全国化済
・同一特区の区域（松
山市）
・旧重信町

地域再生 生涯健康づくり推進計画 ・補助対象施設の有効活用

上島町 地域再生 しまなみにぎわい創出計画 ・港整備交付金

・今治市、上島町の区域
の一部(古江港、井ノ口
港、立石港、桜井漁港及
び岩城漁港)

疏水百選 道前道後用水

本疏水は、道前平野および道後平野を流れる疏水で
す。水系は仁淀川水系に属しており、下流高知県の
利水関係者の協力により実現した感謝の用水です。
道前道後用水は農業用水のほか、工業用水と落差を
利用した水力発電にも利用されており、また、８４
kmに及ぶダムから両平野までの導水はすべて自然
流下方式になっていることが特徴です。

地域再生
ひと・里・森がふれあいとも
に輝く元気なまち計画

・道整備交付金
・汚水処理施設整備交付金

松前町 立ち上がる農山漁村 (有)あぐり　(金亀建設㈱)
地域に根ざした循環型農業の展開と建設労働力
の温存

平成１７年度選定

都市再生
全国都市再生：共通的課題へ
の対応

歴史的なたたずまいを継承した街並み・まちづ
くり

立ち上がる農山漁村
（株）内子フレッシュパーク
からり　他

販売情報管理システムによる効率的な出荷・販売 平成１６年度選定

伊方町 地域再生
地域特性を生かした心かよわ
す豊かなまちづくり

・港整備交付金

・伊方町の区域の一部
（三崎港、伊方港、三崎
漁港、四ッ浜漁港及び塩
成漁港）

国際競争力のあ
る観光地づくり

岡田春喜塾（平成17年12月
1日(木)～2日(金)開催）

観光カリスマ塾

地域再生
“牛鬼の里”海と山の資源を
活かした食産維新による地域
づくり計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
・日本政策投資銀行の低利融資等

・同一計画区域（鬼北
町、宇和島市）

自然と共生した快適で魅力あ
るまちづくり計画

・道整備交付金

“牛鬼の里”海と山の資源を
活かした食産維新による地域
づくり計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
・日本政策投資銀行の低利融資等

・同一計画区域（宇和
島市、松野町）

愛南町 地域再生
第１次産業における「愛なん
ブランド」創出によるまちづ
くり計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
・日本政策投資銀行の低利融資等

松野町

鬼北町 地域再生

西予市

東温市

久万高原町

内子町
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高知県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 高知県農の担い手育成特区 ・農業研修施設における無料職業紹介の容認 ・特例の全国化済

ものづくり 産学連携製造中核人材育成事業

金属加工分野における高い技能・技術と生産管
理能力を備えた中核人材の育成
独立行政法人国立高等専門学校機構高知工業高
等専門学校

都市再生
全国都市再生モデル調査
「環境共生「土佐の家」整備に
よる循環型社会づくり」

・四万十川流域の森の木で地元の家を建てる産消連
携ネットワーク
・並行して、IT活用の「土佐の木のネット市場」を
開発
・地元材利用で、安全安心の住まいづくりから流域
森林の再生へ

都市再生

全国都市再生モデル調査
「コンセンサス・ビルディング
手法による新たな中心市街地振
興策の検討調査」

・郊外大型ショッピングセンター進出等により衰退
が目立つ中心市街地の振興策を実施。
・県外在住が多い中心市街地地権者のの実態把握。
・コンセンサスビルディング（CB）手法を実験的
に導入した合意形成の実施。
・まちづくり交付金採択（18年度）（高知駅周辺
地区）

国際理解教育推進特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）
・高知市の一部（旧高
知市）

高知市げんき・いきいきデイ
サービス特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・高知市の一部（旧高
知市）

高知市濁酒特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

地域再生
高知市「海と森が映える水と
みどりのまちづくり」水環境
再生計画

・汚水処理施設整備交付金

わたしの旅 四国の城を「へんろ」する 高知城

室戸市 立ち上がる農山漁村
土佐あき農協羽根園芸研究会
ナス部会

海洋深層水を使ったなす生産及びブランド化 平成１７年度選定

都市再生プロジェクト
「地球温暖化対策・ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対
策の展開」

「須崎市中央地域」をモデル地域として選定
（17.4）

全国都市再生モデル調査
「「太陽と森」クリーンエネル
ギーを活用したまちづくり」

・太陽光発電設備を設置する公共施設の選定
・太陽光発電を非常時に利用するシステムの検討
・家庭や職場で実行可能な省エネルギー手法の
収集

宿毛市 構造改革特区 宿毛市濁酒特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

全国都市再生モデル調査
「自然と文化をいかした町づく
り（四万十川と小京都）」

・官民の連携強化と、民の活力を惹起させるべ
く行う。
・地域の持つ「潜在的な特性」を掘り起こす。
・慌しい日本の「回顧の目標」となるべく取り
組んだ。

全国都市再生モデル調査
「長期滞在型観光をめざすまち
づくり調査」

・新たな歴史発掘や歴史マップの作成
・宿泊施設や観光施設等における長期滞在観光
の受け入れ体制の構築
・モデル宿泊所の選定

構造改革特区 四万十グリーンツーリズム特区
・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

・四万十市の一部（旧
土佐村）

地域再生
「四万十川の水面（みなも）に
輝く観光のまちづくり」計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

全国都市再生モデル調査
「ﾔ･ｼｲﾊﾟｰｸを中心とした国際的
観光体験型ﾘｿﾞｰﾄ･ﾘｸﾘｴｰｼｮﾝｿﾞｰﾝ
形成検討」

・海浜リゾート施設であるヤ・シィパークを中心と
した地域博物館
・環境に配慮したネットワーク型地区整備
・住民・NPO等による地域資源の磨き込み
・まちづくり交付金採択（18年度）（夜須町ヤ・
シィパーク周辺地区）

全国都市再生モデル調査
「「ｴｺﾃｰﾏﾊﾟｰｸﾀｳﾝ香南創造ﾌﾟﾗ
ﾝ」・・・合併シナジー効果と地
域資源の有効活用によるまちづ
くり」

・CATV回線のネットワーク機能の有効活用。
・危機管理設備の導入、再生可能エネルギーの導入
と農漁業等への利用システムの事業化検討
・生ゴミや剪定枝など地域資源の収集・堆肥化調査。
・まちづくり交付金採択（18年度）（夜須町ヤ・
シィパーク周辺地区）

香南市等

構造改革特区

都市再生

都市再生

都市再生香南市

高知県

高知市

須崎市

四万十市
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高知県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

香南市 地域再生
香南市「太陽と水と緑の豊か
な町」水環境再生計画

・汚水処理施設整備交付金 ・香南市の一部（野市町）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「大学･人材との連携による合併
新市における都市再生計画」

・サポーター意識醸成方策、まちの活性化に必
要な香美市固有のコンテンツの検討
・核となる既存組織やリーダーの育成
・地域活性化を図る調査

18年度採択分

疏水百選 山田堰井筋

山田堰は、江戸時代初期の儒学者で土佐藩の重臣、
野中兼山が一級河川物部川を堰き止め灌漑用に築造
した農業用取水堰である。 
　
この堰は、長さ324m、幅11m、高さ1.5mの大規
模なものである。この施設より取水を行い、用水路
（25km)で県下一の香長平野を潤うしている。

奈半利町 都市再生

全国都市再生モデル調査
「高知県東部における海辺を
活かした交流空間形成推進調
査」

・周辺町村と連携した広域観光ルートの作成
・新たな地域資源を活用した地域振興への取り
組み
・行政と地域住民団体との協働によるまちづく
りの推進

安田町 地域再生
へんろ文化を核としたまちづ
くり計画

・道整備交付金 ・安田町の一部

馬路村 立ち上がる農山漁村 馬路村農業協同組合 ゆずの市場開拓から始まった地域づくり 平成１７年度選定

都市再生

全国都市再生モデル調査
「NPO等と連携した住民参加型
総合情報発信システムの構築及
び実証実験」

・交流連携を促進する住民参加型の地域情報サ
イトの構築
・ＩＴ活用による高齢化に対応した地域コミュ
ニティの検討

大豊町等

構造改革特区 大豊町ゆとり農業推進特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済

土佐町 地域再生
「森・水・人」をはぐくむま
ちづくり計画

・道整備交付金
・土佐町の一部（地蔵
寺地区、瀬戸地区）

春野町 都市再生
全国都市再生モデル調査
「町民参加による地域防災力の
向上と地域資源再考調査」

・将来の地域の担い手である中学生の育成や自
主防災組織の組織強化
・アイデンティティづくりや住民のネットワー
クづくりを図る調査

18年度採択分

いの町 地域再生
豊かな自然と心に出会えるま
ちづくり計画

・道整備交付金
・いの町の一部(勝賀瀬
地区、吾北地区、本川
地区）

鰹と四万十源流の里　中土佐
町水環境再生計画

・汚水処理施設整備交付金
・中土佐町の一部（旧
中土佐町）

天然の良港を活用した地場産
業の活性化

・港整備交付金

・合併等により取消
・中土佐町の区域の一部
（上ノ加江港、上ノ加江
漁港）

梼原町 地域再生 水辺環境再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

檮原町 立ち上がる農山漁村 檮原町森林組合 ＦＳＣ森林認証と風力発電による山村づくり 平成１６年度選定

津野町 地域再生
風と緑のやすらぎの里づくり
計画

・道整備交付金

わたしの旅
癒される旅「奥四万十で田舎
人になる」

旧竹内家住宅、四万十町大正の街並み散策、中
津川風景林、民宿は古葉、中津川で田舎暮らし
体験

地域再生
「元気･活力･友愛」のある里
づくり計画

・道整備交付金
・四万十町の一部（十
和地区）

三原村 構造改革特区 三原村濁酒特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

黒潮町 都市再生
全国都市再生モデル調査
「悠､遊､田舎暮らし可能性調
査」

・住宅や住宅兼事務所へ転用可能な空き家の実態調査
・空き家所有者の賃貸に対する意向調査（アンケー
ト）
・地域の空き家を利用した、テレワークモデル実証
実験

四万十町

地域再生

香美市

大豊町

中土佐町
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高知県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

「知」のネットワークが生む
地域の活力―テレワークを用
いた地域再生プラン―

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

地域の価値創造人材育成によ
る地域再生

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

黒潮町 地域再生
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福岡県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生プロジェクト
「大都市圏における環状道路体
系の整備」

福岡圏における環状道路の整備

都市再生プロジェクト
「北部九州圏におけるアジア産
業交流拠点の形成」

北部九州圏において、人・もの・情報のゲート
ウェイ機能を活用しつつ、アジアにおける新し
い産業交流拠点を形成

全国都市再生：共通的課題への
対応

高齢者安心まちづくり

国際競争力のあ
る観光地づくり

テーマ型広域観光モデルルー
ト開発＆観光地づくり

観光地づくりの構想策定
・県下全域
・九州圏

都市再生プロジェクト
「大都市圏における国際交流・
物流機能の強化（港湾）」

大都市圏の国際港湾において､港湾の24時間ﾌﾙ
ｵｰﾌﾟﾝ化や輸出入等の手続きのﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ化､
国際ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ機能強化を推進

都市再生プロジェクト
「ＰＦＩ手法の一層の展開」

北九州港の国際コンテナターミナルについて、PFI
を導入

都市再生プロジェクト
「地球温暖化対策・ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対
策の展開」

「北九州小倉・黒崎・洞海湾臨海地域」をモデ
ル地域として選定（17.4）

都市再生緊急整備地域
「小倉駅周辺」地域(52ha)

「北九州市小倉・黒崎・洞海湾臨海地域」が地
球温暖化対策・ヒートアイランド対策モデル地
域に選定(17.4)

都市再生緊急整備地域
「北九州黒崎駅南」地域(58ha)

「北九州市小倉・黒崎・洞海湾臨海地域」が地
球温暖化対策・ヒートアイランド対策モデル地
域に選定(17.4)

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

環境共生まちづくり

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

高齢者安心まちづくり

全国都市再生モデル調査
「歴史的遺産を活用した門司港
地区都市再生調査」

・歴史的建造物を活かしたレトロ観光都市の（都市
型観光）の創出
・市民レベルのアートを活かした観光資源の創出
・臨港地区内の市有地と港湾緑地の一体活用による
賑わい空間の創出
・まちづくり交付金採択（17年度）（門司港地区）

全国都市再生モデル調査
「八幡東田ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ構想｢環
境都市空間･環境市街地形成｣調
査事業」

・これからの１００年を見据えた持続可能なまちづ
くり
・生活系を中心にした環境共生型のまちづくり
・企業、NPO等の協働によるまちづくり

全国都市再生モデル調査
「北九州市小倉都心部における防
災まちづくりの一環として平時と
災害時における市民ネットワーク
の構築活動と地域防災の情報と知
恵を集約するプラットフォームづ
くりの計画調査」

市民のお互いの顔が見えるネットワークづくり
のための広報活動と具体的方策の検討

全国都市再生モデル調査
「小倉駅～紫川河畔地域におけ
る水循環と連携したヒートアイ
ランド対策等調査事業」

・紫川流域で面的かつ総合的にヒートアイランド対
策や地球温暖化対策を推進
・学識経験者、ＮＰＯ、市民などによる「北九州市環
境首都創造会議」を中心にアクションプランを策定

全国都市再生モデル調査
「長寿命ｽﾄｯｸ型市街地形成の事
業化調査」

・長寿命ストック型街区の運営手法、面開発プロジェ
クトを対象とした環境性能評価ツールによる評価
・大学を核とした人的ネットワーク体系構築の調査

18年度採択分

全国都市再生モデル調査
「まちなか斜面地の保全･再編誘
導まちづくりに関する検討調査
~ 居住収縮が進行する斜面市街
地の空家･空宅地対策 ~」

・住環境の総合点検やハザードマップづくりを
実践
・空家・空宅地対策や高齢世帯対策などを検討
・地域の生活環境の改善に向けた再生計画の策定

18年度採択分

構造改革特区 ロボット開発・実証実験特区 公道におけるロボット歩行等実験の許可の円滑化
・特例の全国化済
・同一計画の区域
 （福岡市）

福岡県

北九州市

都市再生

都市再生
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福岡県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

北九州市国際物流特区

・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・学校設置会社による学校設置
・運動場に係る要件の弾力化による大学設置
・空地にかかる要件の弾力化による大学設置
・講座修了者に対する初級システムアドミニスト
レータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除
・特定埋立地の所有権移転制限期間の短縮（１０年
→５年）
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備
・電力の特定供給事業の許可対象の拡大
・埋立地の用途変更手続の柔軟化

市民力が創る「環境首都」北
九州特区

無人の自動車貸し出し（レンタカー型カーシェアリ
ング）

特例の全国化済

北九州市「自立と共生の教
育」特区

・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）
・校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置
・高学全日制課程の不登校生徒に対するIT等による
学習機会拡大
・校地・校舎の自己所有要件を要しない専修学校等
設置事業

北九州市地域通貨特区
「地域通貨」を発行するNPO等への事前登録要件
の緩和

北九州市福祉有償運送セダン
型車両特区

ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

わたしの旅
北九州市と周辺の、弥生時代
から現在までの歴史と文化を
訪ねる旅

小倉城、戸畑祇園大山笠、東田第一高炉1901、北
九州市立自然史・歴史博物館、長崎街道木屋瀬宿記
念館、門司港レトロ地区、海峡ドラマシップ、旧門
司三井倶楽部、門司港桟橋

地域再生
若年人材の育成による重点産
業活性化事業

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
高次都市機能と物版・飲食・都市型アミューズ
メント等が複合した、機能的にも空間的にも新
たな都市の魅力となる拠点を形成する。

小倉都心地区

都市再生プロジェクト
「大都市圏における国際交流・
物流機能の強化（港湾）」

大都市圏の国際港湾において､港湾の24時間ﾌﾙ
ｵｰﾌﾟﾝ化や輸出入等の手続きのﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ化､
国際ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ機能強化を推進

都市再生プロジェクト
「ＰＦＩ手法の一層の展開」

九州大学研究教育棟施設整備事業にPFIを導入

都市再生プロジェクト
「都市の安全・安心の再構築」

「福岡市中洲地区」をモデル的取組の展開を図
る地区として位置づけ(17.6)

都市再生緊急整備地域
「福岡香椎・臨海東」地域
(241ha)

香椎団地の建替事業着工（11.11）
ドコモ九州香椎ビル竣工（15.9）

都市再生緊急整備地域
「福岡天神･渡辺通」地域
(79ha)

新天神地下街建設事業供用(17.2)
地下鉄七隈線開業（17.2）

都市再生緊急整備地域
「博多駅周辺」地域(21ha)

ＪＲ博多駅ビル整備事業本体工事着手（18.1）

全国都市再生モデル調査
「 公共交通を補完する自転車活
用システム導入に関する調査」

・環境にやさしく
・地域を活発にし都市をきれいに
・高齢者にやさしい

全国都市再生モデル調査
「日中都市間におけるﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾝ
相互交流調査」

・中国国内における福岡の認知度を高める。
・福岡地場企業と中国企業のネットワークを構築する。
・福岡におけるアジアビジネス支援機能の強化

全国都市再生モデル調査
「博多駅地区における交通結節
点とまちづくりに関する調査」

・九州新幹線全線開通という社会・経済的インパク
トを最大限に活用
・九州・アジアの玄関口として相応しい魅力ある都
市拠点として再生
・地区関係者が主体となった持続発展的なまちづくり
・まちづくり交付金採択（17年度）（福岡都心部地区）

北九州市

福岡市

構造改革特区

都市再生
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福岡県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

全国都市再生モデル調査
「那珂川における水上交通実現
の可能性調査」

・那珂川を交通手段として利用する社会実験
・渋滞緩和や利便性向上に関する市民アンケート調査

・新たな交通体系の提案
18年度採択分

全国都市再生モデル調査
「福岡市西部副都心地区まちづ
くり調査」

・軌道系の導入を視野にシャトルバス運行を中
心とした社会実験計画の作成
・新・旧市街地の交流・連携強化の方策検討

18年度採択分

全国都市再生モデル調査
「福祉資源を活用した視察観光ﾓ
ﾃﾞﾙ事業(福祉観光ﾓﾃﾞﾙ事業)に関
する調査」

・韓・中からの福祉施設視察者の実態調査
・韓・中テキスト開発、通訳者養成、モデル事業実施
・福祉施策・施設等を外国人集客資源に活用する検討

18年度採択分

全国都市再生モデル調査
「アジアに開かれた「ふくお
か」にふさわしい健全な賑わい
の創出のためのモデル調査」

・暴力団等による治安悪化や違法路上駐車等の
問題へ対応するため、協議会を設置し基本構想
策定
・繁華街の交通事情や犯罪分析等の実地調査、
市民や来日外国人の意識調査

福岡市等

ロボット開発・実証実験特区 公道におけるロボット歩行等実験の許可の円滑化
・特例の全国化済
・同一計画の区域
 （北九州市）

福岡水素利用技術研究開発特区 高圧ガス設備の技術上の基準の変更
・特例の全国化済
・福岡市の一部

福岡アジアビジネス特区

・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・夜間大学院における留学生の受入れ
・学校設置会社による学校設置
・校地、校舎の自己所有を要しない大学等設置
・運動場に係る要件の弾力化による大学設置
・空地にかかる要件の弾力化による大学設置
・インターネット大学における校舎等施設要件の弾力化
・講座修了者に対する初級システムアドミニストレータ
試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除
・特定埠頭の運営効率化
・特定埋立地の所有権移転制限期間の短縮（１０年→５
年）
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備
・埋立地の用途変更手続の柔軟化
・自動車の回送運行時における仮ナンバー表示の柔軟化
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

同一計画の区域 （注１）

環境にやさしい都市・福岡
カーシェアリング特区

無人の自動車貸し出し（レンタカー型カーシェアリ
ング）

特例の全国化済

北九州市と周辺の、弥生時代
から現在までの歴史と文化を
訪ねる旅

櫛田神社、博多歴史観、博多町屋ふるさと館、
福岡市立博物館、元寇防塁跡、鴻ろ館跡展示館

宣教師ザビエルの足跡とキリ
シタン文化をたずねる旅

福岡市

「心のふるさと」めぐり～美し
い小さな田舎の歴史と文化の旅

博多駅

日本列島と大陸を結ぶ、海の
道を訪ねる旅

住吉大社、那の津、志賀島、金印公園、福岡市
博物館、鴻濾館跡、防塁跡、宮地獄神社、宗像
大社、門司港レトロ地区

万葉の旅 志賀島（金印公園、志賀の山展望台、志賀海神社） 特別賞

全国都市再生モデル調査
「仮設店舗等による｢<仮称>大牟
田あきない村構想｣策定調査  ~
商店街を核とした地域協働によ
る活性化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの策定~」

・大型店跡地へ活性化の核となる場を整備
・関係主体間の協議・調整
・構想の策定、モデル的取組の検討

18年度採択分

全国都市再生モデル調査
「みなと100年ﾙﾈｯｻﾝｽ構想 ~市
民に愛される“みなと"未来への
継承ﾌﾟﾗﾝ~」

・炭鉱・港の近代化遺産を観光等の資源に活用
・市民ニーズ把握、親水空間計画・観光資源と
しての活用方針
・実証実験、市民へのＰＲを実施

18年度採択分

福岡市

大牟田市

都市再生

構造改革特区

わたしの旅

都市再生
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福岡県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 環境創造新産業特区

・土地開発公社造成地の賃貸の容認
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の容
易化

地域再生 大牟田新グランドデザイン 日本政策投資銀行の低利融資等

全国都市再生モデル調査
「河川を活かした多目的活用構
想調査」

・住民団体等やＮＰＯと連携し小学校の総合学
習等で川の自然体験及び環境学習を実施
・筑後川の自然再生プラン及び利活用プランを
策定

全国都市再生モデル調査
「中心市街地の活性化のための
定住促進調査」

・中心市街地の空き家ストックを活用し定住を促進
する
・民間賃貸住宅の実態調査、活用方策の検討
・運営・管理組織の発足に向けた調査実施

全国都市再生モデル調査
「筑後川まるごと博物館を核と
した，流域の“知的インフラ”
形成」

・流域連携の活動拠点を形成
・地域の歴史・文化情報を蓄積、提供するオン
ライン地域連携ビジュアル博物館を形成
・小・中学校と連携を図りオンライン学習活動
を取り込み

・福岡県等
・久留米市等

久留米アジアバイオ特区

・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人の永住許可の弾力化
・講座修了者に対する初級システムアドミニスト
レータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除

久留米カブトムシ特区 家畜排せつ物を利用した昆虫飼育の容認 久留米市の一部

わたしの旅
日本の海外交流の軌跡を九州
に訪ねて

梅林寺、高良大社

疏水百選 大石用水

浮羽地方は、筑後川のほとりでありながら、水利が
極めて不便で、農民の困難は実にひどいものであ
り、泣く泣く先祖以来の土着の地を見限って、他に
移る者さえあった。そのような地域の有様に心を痛
めた五人の庄屋の企画と推進により、藩の力（権
力、財力、知力）、民衆の協力を得て建設され、こ
の台地に筑後川の水を引いて大水田地帯が造られ
た。

地域再生
「水と緑の人間都市」くるめ
再生計画

汚水処理施設整備交付金

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
ＪＲ久留米駅周辺地区は、新幹線の新駅設置に伴う
調査・計画・事業等と歩調をあわせながら推進す
る。

直方市 都市再生
全国都市再生モデル調査
「河川環境学習を中心とした都
市再生調査」

・河川環境学習を目的とした都市再生のための遠賀
川水辺館の完成
・小学校の河川環境教育の支援と高校生の自主的サ
ポート隊の形成
・好評だった中心市街地を舞台にしたリバーツーリ
ズムの試験的試み

都市再生
全国都市再生モデル調査
「観光及び大衆文化の拠点と関
連市街地の再生支援活動」

・ＴＭＯ計画に基づく嘉穂劇場周辺や再開発ビルと
の回遊性を図る
・劇場のある都市や情報産業都市にふさわしいまち
づくりの推進
・大衆演劇だけではなくお菓子などの文化資源や観
光資源を生かす

飯塚アジアIT特区

・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・講座修了者に対する初級システムアドミニスト
レータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除
・外国企業支店等の開設準備を行うビジネスマンへ
の在留資格付与
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の容
易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

飯塚市の一部
 （旧飯塚市）

「教育のまち　頴田」特区
・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）
・市町村負担教職員任用の容認

飯塚市の一部
 （旧頴田町）

地域再生
”ｅ－ＺＵＫＡトライバレー
構想”の実現に向けた雇用増
大プラン

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

大牟田市

久留米市

飯塚市

都市再生

構造改革特区

構造改革特区
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福岡県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

飯塚市 がんばる商店街77選 飯塚市内６商店街
商店街サポーターズ会員募集中！「いつも何か
やってる商店街」毎月、おげんきデー、商店街
ツアーなど様々なイベントを開催

　

田川市 ものづくり
九州地域環境・リサイクル産
業交流プラザ

石炭灰を配合した超高圧成形によるリサイクル
建材の開発

全国都市再生モデル調査
「歴史的地区文化的掘割（ク
リーク）景観を活かした賑わい
交流のまちづくり計画」

・官民学が一体となった歴史的地区のまちづく
り展開
・文化的水郷景観保全へ向けての取り組み
・まちづくり交付金採択（16年度）（外堀地区）

全国都市再生モデル調査
「環境保全・景観形成をすす
め、街のにぎわいと観光産業の
良循環を」

・川下り船が観光の柱となっている柳川におい
て、団体バス観光以外の集客を目指す
・鉄道会社、バス会社、旅行会社と連携し、巡
回バスネットワークの運行実験を実施

わたしの旅
日本の海外交流の軌跡を九州
に訪ねて

柳川

疏水百選 柳川の堀割

福岡県の南部、有明海に面した柳川市を縦横にめ
ぐっているこの掘割は、農業用水、生活用水として
重要な役割を果たしてきた。ところが、戦後しばら
くすると掘割の荒廃が進み、一転して生活環境を阻
害するようになった。そこで、市は住民参加で河川
浄化運動に着手した結果、現在の柳川は水郷の町と
して、年間１００万人の観光客が訪れています。

地域再生 水郷柳川の水環境再生計画 汚水処理施設整備交付金

都市再生
全国都市再生モデル調査
「歴史的市街地を活かしたまち
づくりのための総合防災調査」

・住民、NPO、市の連携による伝統的町並みを活
かしたまちづくり
・地域資源を活かした観光活動と定住促進による地
域活性化
・防災対策事業による町並み保存とコミュニティ再生

わたしの旅
豊かな自然の恵みから生まれ
たお茶の名産地、八女・嬉
野・東彼杵への旅

八女福島

地域再生
地産地消でスローライフのま
ちづくり

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
同一計画の区域
 （上陽町）

大川市 都市再生
全国都市再生モデル調査
「大川市インテリアモール整備
計画事業」

・地場産業を活かした中心市街地の再生
・住民、商店街、家具・木工産業事業者、学
生、行政等の連携
・歴史的なまち並みと既存商店街の連携

行橋市 都市再生
全国都市再生モデル調査
「既存ストックを活用した新し
い「まち」機能づくり調査」

・行橋駅を核とする中心市街地において、既存
建築ストックの活用法について検討
・都市資源を連携させ回遊性を高めるためのシ
ステムの構築など都市を活性化する方策につい
て調査・検討

春日市 構造改革特区 福岡アジアビジネス特区

・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・夜間大学院における留学生の受入れ
・学校設置会社による学校設置
・校地、校舎の自己所有を要しない大学等設置
・運動場に係る要件の弾力化による大学設置
・空地にかかる要件の弾力化による大学設置
・インターネット大学における校舎等施設要件の弾力化
・講座修了者に対する初級システムアドミニストレータ
試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除
・特定埠頭の運営効率化
・特定埋立地の所有権移転制限期間の短縮（１０年→５
年）
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備
・埋立地の用途変更手続の柔軟化
・自動車の回送運行時における仮ナンバー表示の柔軟化
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

同一計画の区域（注１）

柳川市

八女市

都市再生
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福岡県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

大野城市 構造改革特区 福岡アジアビジネス特区

・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・夜間大学院における留学生の受入れ
・学校設置会社による学校設置
・校地、校舎の自己所有を要しない大学等設置
・運動場に係る要件の弾力化による大学設置
・空地にかかる要件の弾力化による大学設置
・インターネット大学における校舎等施設要件の弾力化
・講座修了者に対する初級システムアドミニストレータ
試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除
・特定埠頭の運営効率化
・特定埋立地の所有権移転制限期間の短縮（１０年→５
年）
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体制の整備
・埋立地の用途変更手続の柔軟化
・自動車の回送運行時における仮ナンバー表示の柔軟化
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

同一計画の区域（注１）

宗像市 地域再生
離島の素材を活かした癒しの
島づくりの計画

港整備交付金
同一計画の区域（芦屋町
の一部（大島港、芦屋港
及び地島漁港））

都市再生

全国都市再生モデル調査
「太宰府をとりまく古代の巨大
な防塁遺跡の歴史学習､文化活動
交流拠点の計画調査」

・「水城」というあまり知られていなかった地域資
源に注目
・一市の取組ではなく、福岡都市圏の人々の文化活
動としての取組
・ヘリコプターで空から見たり、歩いて古代食試食
など歴史を体感

日本の海外交流の軌跡を九州
に訪ねて

都府楼（太宰府政庁跡）、戒壇院、観世音寺、
太宰府天満宮参道、太宰府天満宮

万葉の旅
大宰府政庁跡、戒壇院、観世音寺、宝物収蔵
庫、大宰府展示館、筑前国分寺、太宰府天満
宮、水城跡

特別賞

北九州市と周辺の、弥生時代
から現在までの歴史と文化を
訪ねる旅

太宰府天満宮、九州国立博物館

全国都市再生モデル調査
「九州大学キャンパス建設を契
機とした地域の新たなまちづく
り調査」

・キャンパスの都市的機能及び管理手法の検証と地
域核との連携検討
・産学官による小規模分散型地域核の形成に関する
ワークショップ
・大学と融合し地域の自然環境と調和した地域核の
コンセプトを検討

全国都市再生モデル調査
「大学隣接集落地区における新
しい学民連携の確立と門前町の
形成」

・九州大学移転先近接地域において、「大学門前
町」の整備を検討
・研究実証のフィールドの提供や農家の空き室利用
型留学生ホームステイ等の学民連携策を検討
・門前町づくりのビジョン、ルールを大学、地元協
議会、行政等により策定

わたしの旅 紅葉と伊都国古代ロマンの旅
雷山千如寺、雷神社、伊都国歴史博物館、
ファームパーク伊都国、怡土城跡、三雲・井原
遺跡、平原歴史公園、志登支石墓群

地域再生
人と自然が共生する都市まえ
ばる再生計画

汚水処理施設整備交付金

古賀市 地域再生
古賀市川辺で遊べる環境づく
り計画

汚水処理施設整備交付金

福津市 地域再生
「心に残るふるさとの川」再
生計画

汚水処理施設整備交付金

うきは市 疏水百選 大石用水

浮羽地方は、筑後川のほとりでありながら、水利が
極めて不便で、農民の困難は実にひどいものであ
り、泣く泣く先祖以来の土着の地を見限って、他に
移る者さえあった。そのような地域の有様に心を痛
めた五人の庄屋の企画と推進により、藩の力（権
力、財力、知力）、民衆の協力を得て建設され、こ
の台地に筑後川の水を引いて大水田地帯が造られ
た。

宮若市 地域再生
自動車産業育成による地域活
性化プラン

補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の転
用の弾力化

太宰府市

前原市

わたしの旅

都市再生
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福岡県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

疏水百選 堀川用水

山田井堰は、歴史的に古く筑後川3大井堰の一つで
「石畳堰」は全国的に類を見ない貴重な遺産で、
石畳により取水口まで導流を容易するなどの優れた
特徴をもっている。また、「朝倉の水車群」(三連
水車1基、二連水車2基)は、造成後すでに215年が
経過していますがなお現役として稼動している。（
「朝倉の水車群」は福岡県民俗文化財に指定。昭和
42年県指定(平成2年に解除)

地域再生
福岡県汚水処理構想推進及び朝
倉市「水源地」再生計画

汚水処理施設整備交付金

疏水百選 裂田の溝（さくたのうなで）

裂田の溝は那珂川町山田の一の井出から取水し、総
延長約５ｋｍの人工水路である。約7集落、１５０
ｈａ以上の水田を潤し、水田景観を創出している。
この水路は『日本書紀』にその開削に係る記述があ
り、その記述に関わる遺跡も現存している貴重な遺
産である。1200年以上経ってもなお、現役の水路
として活躍している世界的に見ても稀有な遺産であ
る。

地域再生
水と緑、暮らしがとけあう那
珂川町促進計画

汚水処理施設整備交付金

新宮町 都市再生
全国都市再生モデル調査
「水循環の環境共生を中心とし
た新中心市街地構想検討作業」

・新中心市街地の中心に下水処理場を計画
・下水処理場を環境共生の中心施設に位置づけ
・迷惑施設を文化施設と捉えた次世代型居住モデルの
構築

芦屋町 地域再生
離島の素材を活かした癒しの
島づくりの計画

港整備交付金

・芦屋町の一部（大島港、
芦屋港及び地島漁港）
・同一計画の区域
（宗像市）

鞍手町 地域再生
福岡県汚水処理構想推進及び
鞍手町「自然と共生したまち
づくり」再生計画

汚水処理施設整備交付金

志摩町 わたしの旅 紅葉と伊都国古代ロマンの旅 志摩町歴史資料館、芥屋の大門

黒木町 地域再生
黒木町「環境共生の里づく
り」再生計画

・道整備交付金
・補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の
転用の弾力化
・公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除

上陽町 地域再生
地産地消でスローライフのま
ちづくり

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
同一計画の区域
　（八女市）

立花町 地域再生
“かぐや姫さがし”の里づく
り計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
・社会福祉施設の転用の弾力的な承認

矢部村 地域再生 杣の里再生計画 地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

わたしの旅
豊かな自然の恵みから生まれ
たお茶の名産地、八女・嬉
野・東彼杵への旅

茶の文化館

地域再生
みどりとロマンが育む山村再
生計画

道整備交付金

構造改革特区 「教育と文化の町赤池」特区 市町村負担教職員任用の容認
・特例の全国化済
・福智町の一部
　（旧赤池町）

地域再生
「住民が創る健康・福祉のま
ち／ふくち」再生計画

地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

構造改革特区
「未来を拓く子どもを育てる
教育の町　苅田」特区

市町村負担教職員任用の容認

苅田町次世代に継承する「き
れいな川」、「うるおいのあ
る水辺」保全計画

汚水処理施設整備交付金

苅田町“陸に海に空に”未来
にはばたく街づくり計画

道整備交付金

同一計画の区域

（注１）福岡市全域、春日市、大野城市の一部（九州大学筑紫地区）

朝倉市

那珂川町

星野村

福智町

苅田町

地域再生
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佐賀県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 佐賀県イノシシわな猟免許特区 網又はわなを指定しての狩猟免許取得の可能化

国際競争力のあ
る観光地づくり

テーマ型広域観光モデルルー
ト開発＆観光地づくり

観光地づくりの構想策定 九州圏

全国都市再生モデル調査
「市民と大学による現代遺産
（閉鎖再開発ビル）の再生プロ
ジェクト」

・閉鎖された再開発ビルの一画を市民の力で再オー
プン
・市民、大学教官、商店主による暫定的床利用ス
キームの構築
・将来的床利用に向けた市民意識の形成
・まちづくり交付金採択（16年度）（佐賀市中心
市街地地区）

全国都市再生モデル調査
「市街地の交流人口拡大と活性
化」

・新たな空港アクセス社会実験
・佐賀空港でまちづくり
・佐賀空港を利用したくなるような観光ツアーの試行

佐賀県幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認

・佐賀市の一部（旧佐賀
市、旧諸富町、大和町、
旧富士町）
・同一計画の区域（注１）

富士町ふるさと再見特区 ・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

佐賀市の一部
（旧富士町）

疏水百選
大井手堰
（石井樋～多布施川）

本疏水は、佐賀平野の北部に位置している。この地
域は低平地である、また、有明海の干満の差から
度々水害に悩まされてきた。また、恒常的な水不足
に悩まされてきた地域でもあり、反復利用や淡水取
水などを行ってきた。現在は土地改良事業により水
利施設が整備され、佐賀の農業は飛躍的な発展を遂
げた。

がんばる商店街77選
呉服町名店街(ＮＰＯ法人子
どもの本屋ピピン）

空洞化が著しく進む中心商店街の空き店舗へ店
を誘致するにあたり、進出するNPOと市の職員
が協力して店舗改装を実施

　

全国都市再生モデル調査
「市街地再生への一里塚構想～
元気再生委が仕掛ける実験～」

・社会資本、歴史文化資産を生かした中心市街地の
再生
・中心市街地における新たな価値の創出
・商店街、一般市民、建築士などの連携による活動
主体の育成

全国都市再生モデル調査
「唐津･海遊浪漫都市構想調査」

・市民・事業者・自治体の協働による海際のま
ちづくりと意識の統一
・他の懇話会等との連携と情報の共有化
・構想の実現に向けたイメージの構築と役割分担

全国都市再生モデル調査
「｢唐津｣ｱｼﾞｱの奥座敷
(Okuzashiki)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実践調査」

・在日アジア人の招へい、ビジターと地元の円卓会議
・観光資源の規格化、ポスター、外国語表示板等整備
・アジアからの誘客実証実験

18年度採択分

構造改革特区 佐賀県幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

わたしの旅
日本列島と大陸を結ぶ、海の
道を訪ねる旅

呼子、鎮西町名護屋、鏡山

天川農山村再生計画 道整備交付金 唐津市の一部

美しく快適な水辺の里づくり
計画

汚水処理施設整備交付金
唐津市の一部
（北波多地区）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「多様な主体による鉄道で隔て
られた中心市街地の一体的再生
方策検討調査」

・プロ試合日に駅反対側で集客イベント開催
・駅コンコースの活用可能性について社会実験
・実践講座を開設し、担い手育成

18年度採択分

構造改革特区 佐賀県幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

林業の活性化による農山村地
域再生計画

道整備交付金

自然と共生の街「とす」清流
再生計画

汚水処理施設整備交付金

多久市 構造改革特区 佐賀県幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

佐賀県

佐賀市

唐津市

鳥栖市

都市再生

構造改革特区

都市再生

地域再生

地域再生
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佐賀県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

多久市 地域再生
「住みたい美しいまち　多
久」再生計画

・道整備交付金
・汚水処理施設整備交付金

都市再生

全国都市再生モデル調査
「中心市街地交流人口拡大作戦
「表にとびだした古伊万里美術
館」」

・衰退した中心市街地を再生するため、商店街の道路
沿いに「古伊万里」を設置
・商店街を「表にとびだした古伊万里美術館」として
再生
・古伊万里ボランティアガイドの養成、観光コミュニ
ティバスのモニターツアー、空き店舗を利用した陶芸
教室等を実施
・まちづくり交付金採択（18年度）（伊万里・大川内
山地区）

伊万里サステイナブル・フロ
ンティア知的特区

・外国人の入国、在留申請の優先処理
・温度差発電設備の法定検査等の不要化
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の容
易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

佐賀県幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

伊万里市農山村再生計画 道整備交付金

伊万里・有田焼地域再生計画 地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業） 同一計画の区域（注２）

美しい伊万里湾に抱かれた快適
な生活環境づくり計画

汚水処理施設整備交付金

立ち上がる農山漁村
特定非営利活動法人　伊万里
はちがめプラン

｢生ごみを宝に！」食資源環境と地域の活性化 平成１７年度選定

構造改革特区 佐賀県幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認
武雄市の一部（旧武雄
市、旧山内町）

わたしの旅
北九州市と周辺の、弥生時代か
ら現在までの歴史と文化を訪ね
る旅

武雄温泉

伊万里・有田焼地域再生計画 地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
・武雄市の一部（旧武
雄市、旧山内町）
・同一計画の区域（注２）

「泉都武雄」の生活環境の改善
と観光都市としてのイメージ
アップ計画

汚水処理施設整備交付金

武雄市の一部（武雄町、
朝日町、橘町、若木町、
武内町、東川登町、西川
登町）

いで湯と陶芸の里にあふれる
音楽のまちづくり

文化芸術による創造のまち支援事業の活用

都市再生

全国都市再生モデル調査
「浜宿独自の水文化に根付いた
伝統的建造物群利活用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの
検討」

・肥前浜宿独自の水文化体験プログラムの開発とそ
の実験
・伝統的建造物運用モデルの具体的検討
・浜宿独自の水文化と建物利活用に関するシンポジ
ウム等の実施

構造改革特区 佐賀県幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

地域再生 みかんの里の活性化計画 道整備交付金
同一計画の区域
（太良町）

構造改革特区 佐賀県幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

疏水百選
大井手堰
（石井樋～多布施川）

本疏水は、佐賀平野の北部に位置している。この地
域は低平地である、また、有明海の干満の差から
度々水害に悩まされてきた。また、恒常的な水不足
に悩まされてきた地域でもあり、反復利用や淡水取
水などを行ってきた。現在は土地改良事業により水
利施設が整備され、佐賀の農業は飛躍的な発展を遂
げた。

構造改革特区 佐賀県幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認
・嬉野市の一部（旧嬉野
町、旧塩田町）
・同一計画の区域（注１）

わたしの旅
豊かな自然の恵みから生まれた
お茶の名産地、八女・嬉野・東
彼杵への旅

嬉野の大チャノキ

伊万里市

武雄市

鹿島市

小城市

嬉野市

構造改革特区

地域再生

地域再生
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佐賀県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

嬉野市 地域再生 伊万里・有田焼地域再生計画 地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
・嬉野市の一部（旧嬉野
町、旧塩田町）
・同一計画の区域（注２）

構造改革特区 佐賀県幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認
・神崎市の一部（旧神埼
町、旧千代田町）
・同一計画の区域（注１）

地域再生
自然と歴史と人が輝く未来都
市再生計画

汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 佐賀県幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

疏水百選
大井手堰
（石井樋～多布施川）

本疏水は、佐賀平野の北部に位置している。この地域は
低平地である、また、有明海の干満の差から度々水害に
悩まされてきた。また、恒常的な水不足に悩まされてき
た地域でもあり、反復利用や淡水取水などを行ってき
た。現在は土地改良事業により水利施設が整備され、佐
賀の農業は飛躍的な発展を遂げた。

地域再生
豊かな大地と海をはぐくむま
ちづくり計画

汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 佐賀県幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

疏水百選
大井手堰
（石井樋～多布施川）

本疏水は、佐賀平野の北部に位置している。この地域は
低平地である、また、有明海の干満の差から度々水害に
悩まされてきた。また、恒常的な水不足に悩まされてき
た地域でもあり、反復利用や淡水取水などを行ってき
た。現在は土地改良事業により水利施設が整備され、佐
賀の農業は飛躍的な発展を遂げた。

構造改革特区 佐賀県幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

疏水百選
大井手堰
（石井樋～多布施川）

本疏水は、佐賀平野の北部に位置している。この地域は
低平地である、また、有明海の干満の差から度々水害に
悩まされてきた。また、恒常的な水不足に悩まされてき
た地域でもあり、反復利用や淡水取水などを行ってき
た。現在は土地改良事業により水利施設が整備され、佐
賀の農業は飛躍的な発展を遂げた。

構造改革特区 佐賀県幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認
・吉野ヶ里町の一部
　（旧三田川町）
・同一計画の区域（注１）

北九州市と周辺の、弥生時代か
ら現在までの歴史と文化を訪ね
る旅

吉野ヶ里歴史公園

日本の海外交流の軌跡を九州
に訪ねて

吉野ヶ里公園

地域再生
住みやすい生き生きとした村
づくり計画

道整備交付金
吉野ヶ里町の一部
（旧東脊振村）

基山町 構造改革特区 佐賀県幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

みやき町 構造改革特区 佐賀県幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

玄海町 地域再生
ホタル飛び交う清流の里再生
計画

汚水処理施設整備交付金

佐賀県幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認
・有田町の一部
　（旧西有田町）
・同一計画の区域（注１）

有田町こども園特区 幼稚園児と保育園児の合同活動 特例の全国化済み

北九州市と周辺の、弥生時代か
ら現在までの歴史と文化を訪ね
る旅

有田内山地区、九州陶磁文化館

日本の海外交流の軌跡を九州に
訪ねて

有田陶磁美術館、有田赤絵町、陶山神社

伊万里・有田焼地域再生計画 地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
・有田町の一部
　（現西有田町）
・同一計画の区域（注２）

やすらぎに満ちた快適な生活環
境づくり計画

汚水処理施設整備交付金

神崎市

川副町

東与賀町

久保田町

吉野ヶ里町

有田町

わたしの旅

構造改革特区

わたしの旅

地域再生
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佐賀県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

大町町 構造改革特区 佐賀県幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

構造改革特区 江北町こども園特区 幼稚園児と保育所児の合同活動 特例の全国化済み

地域再生
水と緑の快適環境のまちづく
り計画

汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 佐賀県幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

地域再生
ゆとりある快適な住みよいま
ちづくり計画

汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 佐賀県幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

地域再生 みかんの里の活性化計画 道整備交付金
同一計画の地域
（鹿島市）

同一計画の区域

（注１）佐賀市の一部（旧佐賀市、旧諸富町、大和町、旧富士町）、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市の一部（旧武雄市、旧山内町）、鹿島
市、小城市、嬉野市の一部（旧嬉野町、旧塩田町）、神崎市の一部（旧神埼町、旧千代田町）、川副市、東与賀市、久保田町、吉野ヶ里町の一部（旧三田
川町）、基山町、みやき町、有田町の一部（旧西有田町）、大町町、白石町、太良町

（注２）伊万里市、武雄市の一部（旧武雄市、旧山内町）、嬉野市の一部（旧嬉野町、旧塩田町）、有田町の一部（現西有田町）

江北町

白石町

太良町
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長崎県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区
ながさき有害鳥獣対策わな猟
免許特区

網又はわなを指定しての狩猟免許取得の容認

テーマ型広域観光モデルルー
ト開発＆観光地づくり

観光地づくりの構想策定
・県下全域
・九州圏

長崎方式受け地主導型ツアー
実践ビジネスモデル構築

観光地づくりの構想策定 県下全域

全国都市再生モデル調査
「長崎駅前東地区整備に関する
調査」

・観光都市ながさきの玄関口としてふさわしい
都市空間の形成
・長崎駅前地区の再生及び長崎市のイメージ
アップの促進
・地方都市の駅前整備のあり方

全国都市再生モデル調査
「長崎市三和地区まちづくり計
画策定」

・障がい者、中学生、高齢者参加でユニバーサ
ルデザイン・安全安心なまちづくりの検討
・市民の寄付による社会資本整備と市民による
社会資本管理を試行

18年度採択分

ながさき幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認

・長崎市の一部（旧長崎市
の一部（旧香焼町、旧伊王
島町、旧外海町を除く区
域）、旧琴海町）
・同一計画の区域（注１）

長崎市夜間大学院留学生受け
入れ特区

夜間大学院における留学生の受入れ 特例の全国化済

高島ふれあい農業特区
農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営
への参入の容認

・特例の全国化済
・長崎市の一部
 （高島全域）

長崎いきいき農業特区

・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認　
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認

長崎市の一部
（農業振興地域）

長崎市知的障害者及び障害児
デイサービス特区

指定介護事業所等における障害児等のデイサー
ビスの容認

国際競争力のあ
る観光地づくり 北京市教育旅行誘致事業 ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業

平成17年度実施
教育旅行誘致

宣教師ザビエルの足跡とキリ
シタン文化をたずねる旅

小浜温泉、日本二十六聖人殉教地、大浦天主
堂、浦上天主堂

日本近代化のさきがけ：長崎
県の近代化遺産を巡る旅

矢太楼、端島、高島、三菱重工業長崎造船所史
料館、国際海底電線小ヶ倉陸揚庫、小菅修船場
跡、出島橋

日本の海外交流の軌跡を九州
に訪ねて

大浦天主堂、グラバー庭園、諏訪神社、シーボ
ルト宅跡、シーボルト記念館

交通ネットワーク整備を中心
とした長崎市活性化計画

道整備交付金

「ものづくり」と「観光」の
まち長崎の再生を核とした雇
用創出計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
・国民生活金融公庫の「新創業融資制度」の要件緩和

ものづくり
九州地域環境・リサイクル産
業交流プラザ

泥炭を利用した屋上緑化用軽量土壌の開発

がんばる商店街77選 長崎市中央地区商店街
地区内に散在する駐車場へのアクセス支援を行
うことで、商店街に人を呼び込む新しいシステ
ム整備

　

全国都市再生モデル調査
「キラキラ佐世保４０３地区中
心市街地と連携した斜面地（密
集市街地）の住環境整備調査」

・商店街関係者を中心に実施しているイベント
への魅力的な移動手段の確保を検討
・客移送・宅配方法、アーケード内の移動手段
と手ぶらサービス、街なかステーションの設置
等を検討

全国都市再生モデル調査
「佐世保ﾊｰﾊﾞｰｼﾃｨﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ~BID
制度導入を目指した､民主導での
持続可能な美しい街づくりの担
い手拡大事業」

・大学のサテライト研究室や市民参加型検討組織設置

・歴史的資源に関する調査や高齢者を中心とし
たヒアリング調査等

18年度採択分

地域再生

都市再生

国際競争力のあ
る観光地づくり

都市再生

構造改革特区

わたしの旅

長崎県

長崎市

佐世保市
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長崎県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

ながさき幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認
・佐世保市の一部（旧世
知原町を除く区域）
・同一計画の区域（注１）

ながさきデイサービス特区
指定介護事業所等における障害児等のデイサー
ビスの容認

・佐世保市の一部（旧佐
世保市）
・同一計画の区域（注２）

佐世保市・中国ウェルカム学
術研究交流特区

・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処理

国際競争力のあ
る観光地づくり

佐世保流・人と環境に優しい
観光地域力向上事業

観光ルネサンス事業

わたしの旅
日本近代化のさきがけ：長崎
県の近代化遺産を巡る旅

佐世保市民文化ホール、佐世保海軍施設、針尾
の無線塔

地域再生
「自然と共に生きるまち“さ
せぼ”」水環境再生計画

汚水処理施設整備交付金

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
中心部の商業集積地における美術館、公園など
公共・公益施設を活かした高質なまちづくりを
目指す。

がんばる商店街77選 佐世保市内２商店街

１口１，０００円でイルミネーションの提供者
を市民から募るなど、イベントの主役を「市
民」とすることによる商店街と市民の一体感の
醸成

　

ながさき幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認
・島原市の一部（旧島原
市、旧有明町）
・同一計画の区域（注１）

ながさきデイサービス特区
指定介護事業所等における障害児等のデイサー
ビスの容認

同一計画の区域（注２）

わたしの旅 キリシタンの道　島原・天草
島原城、ソルトファーム、風力発電所、富岡城
跡、ビジターセンター、五足の靴遊歩道、高浜
焼寿芳窯

特別賞

地域再生 島原健康半島構想 地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

ながさき幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認

・諫早市の一部（旧諫早
市、旧多良見町、旧飯盛
町の区域）
・同一計画の区域（注１）

ながさきデイサービス特区
指定介護事業所等における障害児等のデイサー
ビスの容認

・諫早市の一部
 （旧多良見町）
・同一計画の区域（注２）

疏水百選 小野用水

小野用水は今から200年ほど前に地域住民によって
竣工した歴史ある用水路である。この中で、諫早公
園及び高城公園がある区域は農業用水路としての機
能を確保するとともに、環境との調和を図った市の
緑化整備計画等に伴い整備されてきた。現在では県
下最大の穀倉地帯「諫早平野」となっておりまさに
「恵みの水」となるべくその役割を果たしてきた。

地域再生
「おいしい農のふるさと・諫
早」親水空間再生計画

汚水処理施設整備交付金

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
接客サービスから街並み景観の誘導まで街区全
体の運営基準となる「まちづくり協定」を制定
し、街の整備改善を進める。

がんばる商店街77選 諫早市内３商店街
商店街自らが大型店の撤退後の跡地に不足業種
公募型の共同店舗や市民のまちづくり活動をサ
ポートする施設を整備

　

ながさき幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

ながさきデイサービス特区
指定介護事業所等における障害児等のデイサー
ビスの容認

同一計画の区域（注２）

地域再生
「次世代につなげる海づく
り・大村湾」再生計画

汚水処理施設整備交付金

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

佐世保市

島原市

諫早市

大村市
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長崎県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生
全国都市再生モデル調査
「「オランダ街道」交流街道調
査」

・地域住民主体によるオランダ街道沿線資源の掘り
起こしと活用
・コミュニティインフラとしてのオランダ街道連携
の推進
・オランダ街道をメディアとしての地域情報の広域
発信
・まちづくり交付金採択（16年度）（日の浦地区）

平戸市等

ながさき幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認
・平戸市の一部（旧生田
町、旧田平町）
・同一計画の区域（注１）

ながさき有害鳥獣被害防止特区
有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事
者の容認

同一計画の区域（注３）

わたしの旅
宣教師ザビエルの足跡とキリ
シタン文化をたずねる旅

平戸ザビエル記念教会、ザビエル記念碑、松浦資料
博物館、平戸観光資料館、紐差カトリック教会、宝
亀カトリック教会、平戸切支丹資料館、島の館、ガ
スパルの墓、山田カトリック教会、田平カトリック
教会、焼罪史跡公園

地域資源を活かした「潮の香
ただようふれあい港づくり」
の創出

港整備交付金

・平戸市の一部(調川港、
田平港、平戸港、大島
港、釜田漁港)
・同一計画の区域
 （松浦市）

「観光を核とした地場産業再
生・雇用創造」による地域活
性化計画

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
同一計画の区域
（松浦市）

構造改革特区 ながさき幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

地域資源を活かした「潮の香
ただようふれあい港づくり」
の創出

港整備交付金
同一計画の区域
（平戸市）

松浦市「自然のめぐみを活か
した個性きらめく交流(ふれ
あい)とぬくもりのあるま
ち」再生計画

汚水処理施設整備交付金

「観光を核とした地場産業再
生・雇用創造」による地域活
性化計画

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
同一計画の区域
（平戸市）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「離島における中心市街地の再
生､地域の特性を活かした美しい
街なみ形成」

・中心部の空き店舗活用からつくる人の流れ
・郷土食を復活させて地域のブランド化
・自慢の石塀をポイントとした街なみ景観づくり
・まちづくり交付金採択（17年度）（厳原城下町
地区）

ながさきデイサービス特区
指定介護事業所等における障害児等のデイサー
ビスの容認

同一計画の区域（注２）

しま交流人口拡大特区
・短期滞在査証の発給手続きの簡素化　
・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

日本列島と大陸を結ぶ、海の
道を訪ねる旅

比多勝港、鰐浦、韓国展望所、厳原町、長崎県
立対馬歴史民俗資料館

万葉の旅 上見坂展望台、大船越、長崎県立対馬歴史民俗資料館 特別賞

魏志倭人伝の謎解き旅
韓国展望所、峰町歴史民俗資料館　海神神社、
展望所、和多都美神社、烏帽子岳展望台、万関
橋展望所、対馬市歴史民俗資料館

歴史と祭祀の源流に触れる旅
上見坂展望所、和多都美神社、木坂海神神社、
万松院、金石城跡、長崎県立対馬歴史民俗資料
館、八丁邸、雷神社、多久頭魂神社

地域再生
「ながさき・しま自慢ネット
ワーク観光」による地域活性
化計画

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業） 同一計画の区域（注４）

壱岐いき離島留学教育特区
特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

ながさき有害鳥獣被害防止特区
有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事
者の容認

同一計画の区域（注３）

地域再生

構造改革特区

わたしの旅

構造改革特区

構造改革特区

地域再生

松浦市

対馬市

壱岐市

平戸市
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長崎県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

日本列島と大陸を結ぶ、海の
道を訪ねる旅

芦辺町、芦辺港、原の辻遺跡、石田町印通寺港

万葉の旅 石田野（遣唐使の墓）、万葉公園、安国寺 特別賞

地域再生
「ながさき・しま自慢ネット
ワーク観光」による地域活性
化計画

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業） 同一計画の区域（注４）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「国境の島五島における国際ｱｳﾄ
ﾄﾞｱｽﾎﾟｰﾂ事業の可能性調査」

・地元とスポーツ団体が連携し、島嶼部の自然
環境を活かせるスポーツ大会開催
・団塊世代が長期滞在できるログハウス居住区
づくり

18年度採択分

ながさき幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認
・五島市の一部（旧福江
市の区域）
・同一計画の区域（注１）

ながさき有害鳥獣被害防止特区
有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事
者の容認

同一計画の区域（注３）

地域再生
「ながさき・しま自慢ネット
ワーク観光」による地域活性
化計画

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業） 同一計画の区域（注４）

ながさき幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認
・西海市の一部（旧大島
町を除く区域）
・同一計画の区域（注１）

ながさき有害鳥獣被害防止特区
有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事
者の容認

同一計画の区域（注３）

わたしの旅
宣教師ザビエルの足跡とキリ
シタン文化をたずねる旅

中浦ジュリアン記念公園、横瀬浦史跡公園

都市再生
全国都市再生モデル調査
「雲仙古湯地区再生調査」

・商店街の街並み整備モデル案の策定、条例案の検
討、ホテル跡地活用事業モデルの検討等
・まちづくり基本方針策定と事業化への合意形成

18年度採択分

ながさき幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認

・雲仙市の一部（旧国見
町、旧吾妻町、旧愛野
町、旧千々石町、旧小浜
町）
・同一計画の区域（注１）

小浜総合自然エネルギー特区 電力の特定供給事業の許可対象の拡大
・特例の全国化済
・雲仙市の一部
 （旧小浜町）

宣教師ザビエルの足跡とキリ
シタン文化をたずねる旅

雲仙地獄、キリシタン殉教碑

キリシタンの道　島原・天草 雲仙普賢岳 特別賞

ながさき幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認

・南島原市の一部（旧南
有馬町、旧北有馬町、旧
有家町、旧布津町、旧深
江町）
・同一計画の区域（注１）

ながさきデイサービス特区
指定介護事業所等における障害児等のデイサー
ビスの容認

・南島原市の一部
 （旧北有馬町）
・同一計画の区域（注２）

宣教師ザビエルの足跡とキリ
シタン文化をたずねる旅

原城跡、口之津町歴史民俗資料館

キリシタンの道　島原・天草 口之津町歴史民俗資料館、海の資料館 特別賞

地域再生
小学校統廃合の廃校利用によ
る地場産業「手延べ素麺」の
味と伝統文化を広げる計画

補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の転
用の弾力化

南島原市の一部
（旧北有馬町）

長与町 構造改革特区 ながさき幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

構造改革特区 ながさき幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

地域再生
時津町「自然と町並が調和の
とれた住みたい町」再生計画

汚水処理施設整備交付金

わたしの旅

構造改革特区

わたしの旅

わたしの旅

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

時津町

五島市

西海市

雲仙市

南島原市

壱岐市
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長崎県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区 ながさき幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

わたしの旅
豊かな自然の恵みから生まれ
たお茶の名産地、八女・嬉
野・東彼杵への旅

東彼杵町歴史民俗資料館

地域再生
地場産業の振興と都市交流を
活かした町づくり計画

道整備交付金

川棚町 構造改革特区 ながさき幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

波佐見町 構造改革特区 ながさき幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

小値賀町 構造改革特区 「おぢかっ子」共同育成特区

・幼稚園児と保育園児の合同活動
・幼稚園と保育所の保育室の共用
・幼稚園の基準面積算定方法の弾力化
・保育事務の教育委員会への委任

特例の全国化済

構造改革特区 ながさき幼稚園早期入園特区 三歳未満児の幼稚園入園の容認 同一計画の区域（注１）

地域再生
江迎町「水澄むふるさと」清
流再生計画

汚水処理施設整備交付金

ながさきデイサービス特区
指定介護事業所等における障害児等のデイサー
ビスの容認

同一計画の区域（注２）

ながさき有害鳥獣被害防止特区
有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事
者の容認

同一計画の区域（注３）

地域再生
「ながさき・しま自慢ネット
ワーク観光」による地域活性
化計画

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業） 同一計画の区域（注４）

同一計画の区域

（注３）平戸市、壱岐市、五島市、西海市、上五島町

（注４）対馬市、壱岐市、五島市、新上五島市

構造改革特区

東彼杵町

江迎町

新上五島町

（注１）長崎市の一部（旧長崎市の一部（旧香焼町、旧伊王島町、旧外海町を除く区域）、旧琴海町）、佐世保市の一部（旧世知原町を除く区
域）、島原市の一部（旧島原市、旧有明町）、諫早市の一部（旧諫早市、旧多良見町、旧飯盛町の区域）、大村市、平戸市の一部（旧生田町、
旧田平町）、平戸市の一部（旧生田町、旧田平町）、松浦市、五島市の一部（旧福江市の区域）、西海市の一部（旧大島町を除く区域）、雲仙
市の一部（旧国見町、旧吾妻町、旧愛野町、旧千々石町、旧小浜町）、南島原市の一部（旧南有馬町、旧北有馬町、旧有家町、旧布津町、旧

（注２）佐世保市の一部（旧佐世保市）、諫早市の一部（旧多良見町）、島原市、大村市、対馬市、南島原市の一部（旧北有馬町）、
新上五島町
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熊本県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

地域再生
「地域の縁がわ」熊本モデル
づくり計画

地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

国際競争力のあ
る観光地づくり

テーマ型広域観光モデルルー
ト開発＆観光地づくり

観光地づくりの構想策定
・県下全域
・九州圏

阿蘇市・南小
国町・小国
町・南阿蘇村

国際競争力のあ
る観光地づくり

阿蘇地域観光ルネサンス事業 観光ルネサンス事業

全国都市再生モデル調査
「河川を活かした都市づくり人
材づくり調査」

・白川流域圏川のワークショップの開催
・坪井川における河川の利活用検討

全国都市再生モデル調査
「熊本市河原町プロジェクト」

・中心市街地の大型空店舗（繊維問屋街）を若
者の街に再活性化
・クリエーターズショップという共通点を持つ
店舗群
・旧店舗経営者とも共存

全国都市再生モデル調査
「広域交通機能整備を契機とす
るJR熊本駅周辺まちづくりのた
めの民間事業者誘導調査」

・九州新幹線開業に向けた熊本駅周辺整備に対する
民間事業者の反応
・民間事業者のニーズに対応した公共基盤施設整備
等方策のあり方
・熊本駅周辺整備計画の情報発信
・まちづくり交付金採択（18年度）（熊本駅周辺
地区）

全国都市再生モデル調査
「中心市街地の低･未利用地の有
効利活用を促進する施策の提案
と実践」

中心市街地の多数の時間貸し平面駐車場について、
より効率的な用途への転用を促す方策を検討

18年度採択分

熊本県地域ささえ愛セダン特区 ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 同一計画の区域（注７）

くまもと子ども輝き特区 市町村負担教職員任用の容認 特例の全国化済

熊本県半導体産業特区 土地開発公社造成地の賃貸の容認 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注８）

国際競争力のあ
る観光地づくり

日韓大学生青少年交流とﾄﾞｷｭ
ﾒﾝﾀﾘｰ番組制作事業

ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業
平成18年度予定 青少
年交流･教育旅行誘致

志に生きた若者たちの軌跡－
西南戦争から欧化教育へ

田原坂公園、薩軍墓地、官軍墓地、吉次峠、霊厳
洞、川尻町、花岡山、熊本城、熊本大学五高記念
館、神風連資料館（桜山神社内）、リデル・ライト
記念館、立田山自然公園、泰勝寺、ガラシャ廟、子
飼商店街、上通、上之裏通、夏目漱石内坪井旧居、
ラフカディオ・ハーン旧居（小泉八雲熊本旧居）、
水前寺公園、熊本洋学校教師館ジェーンズ邸、古今
伝授の間、横井小楠記念館（四時軒）

日本の海外交流の軌跡を九州
に訪ねて

熊本

くまもと半導体関連産業地域
再生計画

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業） 同一計画の区域（注１）

熊本市｢水と緑の都｣水環境再
生計画

汚水処理施設整備交付金  

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
ゾーニング設定を行い、その地域特性を踏まえて、
中心市街地全体としての魅力アップを図る。

ストリート・アートプレック
ス熊本実行委員会（熊本市内
６商店街）

郊外型大型ＳＣには真似できない独自の都市文
化を根付かせることを目指して、街中でのスト
リートパフォーマンスにより魅力づくりを推進

　

上乃裏通り
民間事業者が、所有者及び出店者のニーズを
マッチングすることで、木造古家の再生・活用
を実現。新たな魅力で街を再生

　

熊本県地域ささえ愛セダン特区 ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 同一計画の区域（注７）

「町づくり・人づくり・心づ
くり推進」特区

市町村負担教職員任用の容認
・特例の全国化済
・同一計画の区域（氷川
町の一部（旧宮原町））

熊本県

熊本市

八代市

都市再生

構造改革特区

わたしの旅

地域再生

がんばる商店街77選

構造改革特区
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熊本県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

五木・五家荘地域再生計画 道整備交付金

・同一計画の区域
 （五木村）
・八代市の一部
 （旧泉村）

水とみどり、うるおいの郷再
生計画

道整備交付金
八代市の一部
（旧坂本村）

「実りのくに」づくり再生計画 汚水処理施設整備交付金

森林の郷農林業げんき特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認

同一計画の区域（注４）

熊本県地域ささえ愛セダン特区 ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 同一計画の区域（注７）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「地方都市における駅を中心と
する新しいコミュニティの創設
に関する調査」

・駅を中心とした新しい都心の創造
・地方中小都市として相応しい表玄関の整備
・民間の投資

地域再生
地場産業と住民の共生対流によ
る起業創造と雇用機会の増大

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

熊本県地域ささえ愛セダン特区 ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 同一計画の区域（注７）

水俣環境・リサイクル産業特区 土地開発公社造成地の賃貸の容認 特例の全国化済

地域再生 元気ある芦北地域づくり計画 道整備交付金 同一計画の区域（注３）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「循環型社会と高齢社会におけ
るまちなか住宅供給システムの
調査」

・既存の木造建築物を活用し、ユニバーサルデザイ
ンを導入したケア付住宅の供給システムを開発
・大学（看護・建築）、NPO、商店街、TMO等の
連携により、建物の整備方針、権利調整、ケアプロ
グラムを検討

構造改革特区 玉名市福祉輸送特区 NPOボランティア輸送によるセダン車の使用
玉名市の一部
（旧玉名市）

わたしの旅
志に生きた若者たちの軌跡－
西南戦争から欧化教育へ

天水小天温泉

地域再生
「みかんと草枕の里」エコ･コ
ミュニティ推進プロジェクト

汚水処理施設整備交付金
玉名市の一部
（旧天水町）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「明治の大浴場｢さくら湯｣の復
元と昭和の再開発ﾋﾞﾙのﾘﾆｭｰｱﾙ推
進」

・空き店舗、老朽化、耐震性能の不足などの課
題を抱えている九州初の再開発ビルの機能更新
・街のシンボルだった大規模木造建築の公衆浴
場再建

18年度採択分

地域再生
歴史と温泉を生かした売れる
地域づくり計画

道整備交付金
同一計画の区域
（植木町）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「菊池温泉再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」

・健康や高齢者向けをキーワードにしたサービ
ス提供
・温泉を核に「泊食分離」による宿泊客がまち
なかで「地域の食」を楽しむ環境整備

18年度採択分

菊池市福祉サービス応援特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイサービ
スの容認
・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

熊本県半導体産業特区 土地開発公社造成地の賃貸の容認 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注８）

菊池いきいき農業特区 農地取得後の農地の下限面積要件緩和
・特例の全国化済
・菊池市の一部
 （旧菊池市）

地域再生
くまもと半導体関連産業地域
再生計画

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業） 同一計画の区域（注１）

宇土市 構造改革特区 福祉コミュニティ特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認
・NPOボランティア輸送によるセダン車の使用

同一計画の区域（注５）

上天草市 構造改革特区 熊本県地域ささえ愛セダン特区 ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 同一計画の区域（注７）

八代市

人吉市

荒尾市

水俣市

玉名市

山鹿市

菊池市

地域再生

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区
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熊本県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

福祉コミュニティ特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認
・NPOボランティア輸送によるセダン車の使用

同一計画の区域（注５）

宇城市国際理解教育特区 特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

阿蘇カルデラツーリズム推進特区

・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営への参
入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認

同一計画の区域（注６）

熊本県地域ささえ愛セダン特区 ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 同一計画の区域（注７）

地域再生
大阿蘇の地域資源、農村空間を
活かした環境体験産業づくり

地域通貨モデルシステムの導入支援

都市再生
全国都市再生モデル調査
「天草ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ戦略推進
調査」

・離島において自然エネルギー利活用の実証実験
・島民自らが観光ガイド等を経験し、自然資本
の活用や地域資源発掘

18年度採択分

天草市福祉輸送特区 NPOボランティア輸送によるセダン車の使用

御所浦町教育特区 ・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置

天草市の一部
（旧御所浦町）

宣教師ザビエルの足跡とキリ
シタン文化をたずねる旅

本渡殉教公園、天草切支丹館、明徳寺、崎津天
主堂、大江天主堂、天草ロザリオ館、天草コレ
ジョ館

キリシタンの道　島原・天草 大江天主堂、天草ロザリオ館、崎津天主堂 特別賞

地域再生
天草市新和地域「安心・元気
なまちづくり」計画

道整備交付金
天草市の一部
（旧新和町）

熊本県地域ささえ愛セダン特区 ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 同一計画の区域（注７）

熊本県半導体産業特区 土地開発公社造成地の賃貸の容認 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注８）

地域再生
くまもと半導体関連産業地域
再生計画

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業） 同一計画の区域（注１）

城南町 構造改革特区 福祉コミュニティ特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認
・NPOボランティア輸送によるセダン車の使用

同一計画の区域（注５）

福祉コミュニティ特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認
・NPOボランティア輸送によるセダン車の使用

同一計画の区域（注５）

富合町小中一貫教育特区
・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）
・特区研究開発学校における教科書の早期給与

熊本県半導体産業特区 土地開発公社造成地の賃貸の容認 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注８）

地域再生
くまもと半導体関連産業地域
再生計画

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業） 同一計画の区域（注１）

構造改革特区 福祉コミュニティ特区
・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認
・NPOボランティア輸送によるセダン車の使用

同一計画の区域（注５）

地域再生
美里町「小さくてもキラリと
光る私たちのまち」計画

道整備交付金

三加和８つの里グリーンツー
リズム特区

・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認

和水町の一部
（旧三加和町）

菊水町夢が輝き未来へ翔く子
育て特区

幼稚園児と保育園児の合同活動
・特例の全国化済
・和水町の一部
 （旧菊水町）

植木町 構造改革特区 植木町福祉輸送セダン特区 ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

宇城市

阿蘇市

天草市

合志市

富合町

美里町

和水町

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

わたしの旅

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区
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熊本県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

歴史と温泉を生かした売れる
地域づくり計画

道整備交付金
同一計画の区域
（山鹿市）

植木町再生計画～人に活力、
まちに魅力、未来に発展する
うえき～

汚水処理施設整備交付金

熊本県地域ささえ愛セダン特区 ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 同一計画の区域（注７）

熊本県半導体産業特区 土地開発公社造成地の賃貸の容認 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注８）

疏水百選 上井手用水

上井手用水は元和４（１６１８）年に加藤忠広が着
手し、寛永１４（１６３７）年細川忠利により、１
９年の歳月を要して、堰・制水門、水路（２４
km）が開削された。これにより３３４町の美田が
開かれ、水車を利用した製材所、精米所等に利用さ
れるなど、大津町・菊陽町の経済発展に寄与した。

地域再生
くまもと半導体関連産業地域
再生計画

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業） 同一計画の区域（注１）

熊本県地域ささえ愛セダン特区 ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 同一計画の区域（注７）

熊本県半導体産業特区 土地開発公社造成地の賃貸の容認 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注８）

疏水百選 上井手用水

上井手用水は元和４（１６１８）年に加藤忠広が着
手し、寛永１４（１６３７）年細川忠利により、１
９年の歳月を要して、堰・制水門、水路（２４
km）が開削された。これにより３３４町の美田が
開かれ、水車を利用した製材所、精米所等に利用さ
れるなど、大津町・菊陽町の経済発展に寄与した。

地域再生
くまもと半導体関連産業地域
再生計画

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業） 同一計画の区域（注１）

南小国町 構造改革特区 阿蘇カルデラツーリズム推進特区

・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営への参
入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認

同一計画の区域（注６）

阿蘇カルデラツーリズム推進特区

・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営への参
入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認

同一計画の区域（注６）

熊本県地域ささえ愛セダン特区 ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 同一計画の区域（注７）

国際競争力のあ
る観光地づくり

宮崎暢俊塾（平成17年11月
15日(火)～17日(木)開催）

観光カリスマ塾

地域再生
人と人とのつながりによる福
祉とツーリズムの推進計画

地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

産山村 構造改革特区 阿蘇カルデラツーリズム推進特区

・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営への参
入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認

同一計画の区域（注６）

阿蘇カルデラツーリズム推進特区

・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営への参
入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認

同一計画の区域（注６）

熊本県地域ささえ愛セダン特区 ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 同一計画の区域（注７）

西原村 構造改革特区 阿蘇カルデラツーリズム推進特区

・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営への参
入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認

同一計画の区域（注６）

植木町

大津町

菊陽町

小国町

高森町

地域再生

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区
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熊本県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

熊本県地域ささえ愛セダン特区 ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 同一計画の区域（注７）

熊本県半導体産業特区 土地開発公社造成地の賃貸の容認 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注８）

地域再生
くまもと半導体関連産業地域
再生計画

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業） 同一計画の区域（注１）

阿蘇カルデラツーリズム推進特区

・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営への参
入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認

同一計画の区域（注６）

熊本県地域ささえ愛セダン特区 ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 同一計画の区域（注７）

南阿蘇村教育特区
・学校設置会社による学校設置
・校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置
・市町村教育委員会による特別免許状の授与

疏水百選 南阿蘇村疏水群

南阿蘇疏水群は、１６６７年に肥後細川藩から南郷
中用水方定役に任ぜられた、片山嘉左衛門によって
開削された久木野地区保木下出にその端を発してい
ます。嘉左衛門はその後２７年間に渡り献身的にそ
の半生を水利事業にささげ、その後四代にわたり片
山家が南郷の水利事業にかかわって計６本の疏水群
が開削された。

熊本県地域ささえ愛セダン特区 ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 同一計画の区域（注７）

熊本県半導体産業特区 土地開発公社造成地の賃貸の容認 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注８）

くまもと半導体関連産業地域
再生計画

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業） 同一計画の区域（注１）

都市と農村が調和した魅力あ
るまちづくり計画

道整備交付金 同一計画の区域（注２）

熊本県地域ささえ愛セダン特区 ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 同一計画の区域（注７）

熊本県半導体産業特区 土地開発公社造成地の賃貸の容認 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注８）

地域再生
くまもと半導体関連産業地域
再生計画

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業） 同一計画の区域（注１）

熊本県地域ささえ愛セダン特区 ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 同一計画の区域（注７）

熊本県半導体産業特区 土地開発公社造成地の賃貸の容認 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注８）

くまもと半導体関連産業地域
再生計画

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業） 同一計画の区域（注１）

都市と農村が調和した魅力あ
るまちづくり計画

道整備交付金 同一計画の区域（注２）

甲佐町福祉サテライト特区 サテライト型特別養護老人ホームの設置の容認 特例の全国化済

熊本県地域ささえ愛セダン特区 ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 同一計画の区域（注７）

地域再生
都市と農村が調和した魅力あ
るまちづくり計画

道整備交付金 同一計画の区域（注２）

構造改革特区 阿蘇カルデラツーリズム推進特区

・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営への参
入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
の容認

・同一計画の区域（注６）

・山都町の一部
 （旧蘇陽町）

疏水百選 通潤用水

緑川流域の石橋群の中で、最も有名な石橋のひとつ
である「通潤橋」。豪快な水しぶきをあげる放水
は、観光客の人気を集めている。“放水のある橋”
として有名であるこの石橋は惣庄屋の布田保之助を
はじめとする多くの人々の人力と、驚くほど綿密な
計算、そして技術力により造られている。

西原村

南阿蘇村

御船町

嘉島町

益城町

甲佐町

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

地域再生

構造改革特区

構造改革特区

地域再生

山都町
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熊本県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

山都町 地域再生
潤い、文楽、そよ風でつづる
まちづくり計画

・道整備交付金
・補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の
転用の弾力化
・目的別・機能別交付金総合実施制度
・公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除

氷川町 構造改革特区
「町づくり・人づくり・心づ
くり推進」特区

市町村負担教職員任用の容認

・特例の全国化済
・同一計画の区域
 （八代市）
・氷川町の一部
 （旧宮原町）

津奈木町 地域再生 元気ある芦北地域づくり計画 道整備交付金 同一計画の区域（注３）

構造改革特区 熊本県地域ささえ愛セダン特区 ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 同一計画の区域（注７）

地域再生 元気ある芦北地域づくり計画 道整備交付金 同一計画の区域（注３）

錦町 構造改革特区 森林の郷農林業げんき特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認

同一計画の区域（注４）

構造改革特区 森林の郷農林業げんき特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認

同一計画の区域（注４）

地域再生
健全な森林造成と安全安心ま
ちづくり計画

道整備交付金

森林の郷農林業げんき特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認

同一計画の区域（注４）

熊本県地域ささえ愛セダン特区 ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 同一計画の区域（注７）

疏水百選 幸野溝・百太郎溝

幸野溝は、相良藩の財政再建を目的とした新田開発
のため、相良藩主の命をうけた相良藩士高橋政重
は、１０年を経て「幸野溝」を開削した。また、百
太郎溝は、主食米増収を目的とした開田のため開削
され、工事は鎌倉時代に始まり、何度も受け継が
れ、子どもから老人まで一丸となって協力し、人力
の限りを尽くしたと言われている。

水上村 構造改革特区 森林の郷農林業げんき特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認

同一計画の区域（注４）

相良村 構造改革特区 森林の郷農林業げんき特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認

同一計画の区域（注４）

構造改革特区 森林の郷農林業げんき特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認

同一計画の区域（注４）

地域再生 五木・五家荘地域再生計画 道整備交付金
同一計画の区域
（八代市の一部（旧泉
村））

山江村 構造改革特区 森林の郷農林業げんき特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認

同一計画の区域（注４）

球磨村 構造改革特区 森林の郷農林業げんき特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認

同一計画の区域（注４）

あさぎり町 構造改革特区 森林の郷農林業げんき特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者の容認

同一計画の区域（注４）

五木村

芦北町

構造改革特区

多良木町

湯前町
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熊本県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

あさぎり町 地域再生
あさぎり町「森と親しめるま
ちづくり」計画

道整備交付金

構造改革特区 熊本県地域ささえ愛セダン特区 ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 同一計画の区域（注７）

地域再生
苓北町「青い海、きれいな
川」再生計画

汚水処理施設整備交付金

同一計画の区域

（注１）熊本市、菊池市、合志市（旧合志町、旧西合志町）、富合町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町

（注２）御船町、益城町、甲佐町

 （注３）水俣市、芦北町、津奈木町

（注4）人吉市、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町

（注５）宇土市、宇城市、城南町、富合町、美里町

（注６）阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村、山都町の一部（旧蘇陽町）

（注７）熊本市、八代市、人吉市、水俣市、上天草市、阿蘇市、合志市、大津町、菊陽町、小国町、高森町、南阿蘇村、

　　　西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、芦北町、湯前町、苓北町

（注８）熊本市、菊池市の一部（旧菊池市、旧泗水町、旧旭志村）、合志市（旧合志町、旧西合志町）、富合町、大津町、

　　　菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町

苓北町
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大分県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

大分わな猟免許特区 ・網又はわなを指定しての狩猟免許取得の容認

Ｏ〔ＩＴ〕Ａ高度情報化特区
・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除

国際競争力のあ
る観光地づくり

テーマ型広域観光モデルルー
ト開発＆観光地づくり

観光地づくりの構想策定
・県下全域
・九州圏

都市再生
全国都市再生モデル調査
「大分駅南における民学産官ま
ちづくりｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ調査事業」

・民学産官によるまちづくり協働（コラボレーション）
・都市ビジョンの形成と共有
・地域住民の新たな「まち」への認識向上
・まちづくり交付金採択（17年度）（大分駅周辺地区）

大分臨海コンビナート活性化
特区

・特別管理産業廃棄物の運搬に係るパイプライ
ン使用の特例

・大分市の一部（大分川
右岸以東の大分都市計画
区域で定める工業専用地
域、工業港区に指定され
た工業地域）

おおいた誰もが安心して暮ら
せるまちづくり特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

わたしの旅 城下町と信仰の里を巡る旅
柞原八幡宮、豊後国分寺跡、大分市歴史資料
館、今市石畳

あらゆる世代が安心していき
いきと希望をもって暮らすこ
とのできる「元気な大分」づ
くり計画

・道整備交付金

｢豊の川・豊の海｣水環境再生
計画

・汚水処理施設整備交付金

地場産業の活性化と民生安定
と都会との交流を推進する地
域づくり計画

・港整備交付金 ・同一計画の区域（注１）

全国都市再生モデル調査
「都市と地方の良好な関係を構
築するための､移住ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽの
可能性調査」

・大量に発生するシニアリタイア層のセカンド
ライフを提案
・行政ではカバーできない移住者へのサポート
をNPOが実施
・移住者の受入が地方都市に与えるインパクトを分析

全国都市再生モデル調査
「｢都市近郊部の里山景観保全｣
のための地域連携調査事業」

・多様な主体との連携の下、棚田の整備・管理
や、休耕地等の整備・維持、地産地消の食文化
体験、バリアフリー化などを推進する

18年度採択分

留学生特区
・公営住宅を留学生向けに目的外使用する手続
きの簡素化

・特例の全国化済

おおいた誰もが安心して暮ら
せるまちづくり特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

どこでも、誰でも、好みの手段
で、自由に移動できる拠点観光
地形成プロジェクト

観光地づくりの構想策定 別府市及びその周辺

九州で最も個人旅行者に優しい
滞在型温泉地「別府」づくり

観光ルネサンス事業
（まちづくり交付金と連携）

日本の二大宗教　神道と仏教
の習合（神仏習合）を、温泉
を楽しみながら辿る旅

別府八湯

城下町と信仰の里を巡る旅 別府温泉

日本の海外交流の軌跡を九州
に訪ねて

別府温泉

魏志倭人伝の謎解き旅 別府温泉

地域再生
地域通貨を活用したまちづく
り活動とＯＮＳＥＮ・健康ラ
イフの促進

・地域通貨モデルシステムの導入支援

大分県

大分市

別府市

構造改革特区

構造改革特区

地域再生

都市再生

構造改革特区

国際競争力のあ
る観光地づくり

わたしの旅
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大分県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区
おおいた誰もが安心して暮ら
せるまちづくり特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

わたしの旅
「心のふるさと」めぐり～美
しい小さな田舎の歴史と文化
の旅

耶馬渓（山国猿飛千壺峡、深耶馬渓、青の洞
門、羅漢寺）

耶馬の「もり」のめぐみを受
け、「ひと」が育ち、「も
の」がうまれる新しいまちづ
くり計画

・道整備交付金

清らかな水が流れる文化都市
「中津市」

・汚水処理施設整備交付金

安全で安定した漁業環境づく
り計画

・港整備交付金
・同一計画の区域（豊
後高田市の一部（高田
港、今津漁港））

都市再生
全国都市再生モデル調査
「2002年W杯の成果を継承･発
展させた地域づくり」

・鯛生スポーツセンターさらなる有効活用
・鯛生金山事業活性化に向けた振興方針
・交流を介した地域振興策

わたしの旅
「心のふるさと」めぐり～美
しい小さな田舎の歴史と文化
の旅

サッポロビール日田工場、豆田町、隈町、日田
祇園山鉾会館、亀山公園、日田温泉、皿山
（「小鹿田焼」の里）

ひたの自然と人が共生する環境
と、地域の個性を生かした活力
あるまちづくり計画

・道整備交付金

「水郷ひた」の復興～水と緑あ
ふれる安らぎのまちづくり～

・汚水処理施設整備交付金

立ち上がる農山漁村 大分大山町農業協同組合 生産者の顔が見える農産物の販売 平成１６年度選定

佐伯市、延岡
市

都市再生

全国都市再生モデル調査
「県境を繋ぐ｢磯の宝石｣発研
(3M)調査(~地域の宝を見つけ､
磨いて､魅せて~)」

・漁師町の自然、文化、暮らしを観光資源として活用

・都市部シニア世代や地域出身者を対象とした
モニター調査を実施

18年度採択分

都市再生
全国都市再生モデル調査
「九州一広いまちのまちなか
再生」

・市民が主体となったワークショップにより、
デパート跡地の施設計画から管理運営計画まで
の活用方策を検討し、市へ提言

自然と共生した快適な地域づ
くり計画

・道整備交付金

佐伯市水環境再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

地場産業の活性化と民生安定
と都会との交流を推進する地
域づくり計画

・港整備交付金 ・同一計画の区域（注１）

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

歴史的なたたずまいを継承した街並み・まちづ
くり

全国都市再生モデル調査
「「町並みスローライフ」調
査・体験モデル事業」

・城下町臼杵に住む価値を再認識し、新しい中心市
街地を再考する。
・伝統的建築物の多目的利用について、調査・研究
を行う。
・スローライフ体験プログラムで新しい「観光」を
考察する。
・まちづくり交付金採択（16年度）（臼杵城跡周
辺地区）

魏志倭人伝の謎解き旅 臼杵磨崖仏

城下町と信仰の里を巡る旅
臼杵磨崖仏、臼杵城址、稲葉家下屋敷、野上弥
生子文学記念館、二王座歴史の道

元気の３本柱再生計画～山が
元気、川が元気、海が元気～

・汚水処理施設整備交付金

地場産業の活性化と民生安定
と都会との交流を推進する地
域づくり計画

・港整備交付金 ・同一計画の区域（注１）

中津市

日田市

佐伯市

臼杵市

地域再生

地域再生

地域再生

都市再生

地域再生

わたしの旅
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大分県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

地域再生
豊後大野「歴史」と「観光」の
交流ネットワーク計画

・道整備交付金

・同一計画の区域（豊
後大野市）
・臼杵市の一部（旧野
津町）

がんばる商店街77選 中央通り商店街
歴史のある街並みを残した景観形成とチャレン
ジショップによる活力ある商店街とまちづくり

　

都市再生
全国都市再生モデル調査
「まちごと博物館資源調査」

・自然資源を活用するための調査、検討
・中心市街地活性化の再生
・農村部と都市部との交流策について
・まちづくり交付金採択（18年度）（竹田地区）

竹田名水どぶろく特区 ・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和
・竹田市の一部（旧竹
田市）

おおいた誰もが安心して暮ら
せるまちづくり特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

城下町と信仰の里を巡る旅 岡城址、滝廉太郎記念館

魏志倭人伝の謎解き旅 岡田城址、瀧廉太郎記念館

疏水百選 城原井路（神田頭首工）

寛文元年（1661）、岡藩主中川久清公が岡山藩よ
り熊澤蕃山を招請し井路開削を行った。開削は、多
くの難工事や悪条件を乗り越え寛文３年竣工したと
言われる。取水口の神田頭首工は、大正11年

（1922年）それまでの板堰から
※
練積石垣溢流式

に改修し、天然の岩盤をくり抜き、通称「はなぐり
水門」を築いた。

※石垣を積んで、目塗
りをして水が上から溢
れ流れる方式

日本の二大宗教　神道と仏教
の習合（神仏習合）を、温泉
を楽しみながら辿る旅

田染荘、真木大堂、富貴寺、

城下町と信仰の里を巡る旅 富貴寺、真木大堂、熊野磨崖仏

魏志倭人伝の謎解き旅 熊野磨崖仏

｢ムラ｣のやすらぎと｢マチ｣の
にぎわいの観交ルートづくり
計画

・道整備交付金

豊後高田「昭和の町」づくり
計画　～「昭和の町」を核と
した商業と観光の一体的振興
をめざして～

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
・日本政策投資銀行の低利融資等

安全で安定した漁業環境づく
り計画

・港整備交付金

・同一計画の区域（中
津市）
・豊後高田市の一部
（高田港、今津漁港）

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
“昭和の町”の取り組みを拡大しつつ、各商店街単
位で観光客向けの魅力を向上させながら、観光客と
地元客双方が集まる中心市街地を目指す。

がんばる商店街77選 豊後高田市内８商店街
商店街に元気を取り戻そうと行政・商工会議所・商
業者の３者が協力し合い、「昭和」をキーワードに
まちの再生へ向けた共同作業を展開

　

わたしの旅 城下町と信仰の里を巡る旅
杵築城址、北台武家屋敷跡、学習館、南台武家
屋敷跡、きつき城下町資料館

地域再生
いきがい（行きがい・生きが
い）のある環境にやさしい町
づくり計画

・道整備交付金

構造改革特区 「安心の里」農業特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認
・農地取得後の農地の下限面積要件緩和

・特例の全国化済
・宇佐市の一部（旧安
心院町）

日本の二大宗教　神道と仏教
の習合（神仏習合）を、温泉
を楽しみながら辿る旅

宇佐神宮

「心のふるさと」めぐり～美
しい小さな田舎の歴史と文化
の旅

院内町、安心院町

臼杵市

竹田市

豊後高田市

杵築市

宇佐市

構造改革特区

わたしの旅

わたしの旅

地域再生

わたしの旅
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大分県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

城下町と信仰の里を巡る旅
宇佐神宮、大分県立博物館、宇佐風土記の丘、
宇佐海軍航空隊基地跡、城井１号掩壕、葡萄酒
工房

魏志倭人伝の謎解き旅 宇佐神宮

地域再生 美しい環境都市づくり計画 ・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区
おおいた誰もが安心して暮ら
せるまちづくり特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

疏水百選 緒方疏水

緒方疏水は、元和９年の阿蘇山が大噴火し田畑に粉
塵が積もる被害をはじめ、虫害による米価の騰貴、
大旱魃、牛疫の流行による斃死など度重なる天災を
きっかけとし、岡藩主第４代中川久盛公の創始によ
り開削された。開削から３６０年が経過した現在で
は水量豊富で緒方「五千石米どころ」と呼ばれるほ
ど豊かな米どころとなっています。

地域再生
豊後大野「歴史」と「観光」の
交流ネットワーク計画

・道整備交付金
・同一計画の区域（臼
杵市の一部（野津
町））

都市再生
全国都市再生モデル調査
「美しい由布院を持続するソフ
ト策の充実と人づくり」

・公衆トイレのクオリティメンテナンス
・広域地域情報の提供
・バリアフリー施策の実施

挾間町人づくり推進特区 ・市町村負担教職員任用の容認
・特例の全国化済
・由布市の一部（旧挾
間町）

神楽の里グリーン特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大
・農地取得後の農地下限面積要件の緩和

・特例の全国化済
・由布市の一部（旧庄
内町）

おおいた誰もが安心して暮ら
せるまちづくり特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

溝口薫平塾（平成16年10月27
日(水)～29日(金)開催）

観光カリスマ塾

溝口薫平塾（平成17年11月15
日(火)～17日(木)開催）

観光カリスマ塾

日本の二大宗教　神道と仏教
の習合（神仏習合）を、温泉
を楽しみながら辿る旅

湯布院、塚原温泉、熊野磨崖仏

「心のふるさと」めぐり～美
しい小さな田舎の歴史と文化
の旅

湯布院、金鱗湖、美術館アルテジオ、九重町、玖珠
町

姫島村 構造改革特区
おおいた誰もが安心して暮ら
せるまちづくり特区

・指定介護事業所等における障害児等のデイ
サービスの容認

・同一計画の区域（注２）

日本の二大宗教　神道と仏教
の習合（神仏習合）を、温泉
を楽しみながら辿る旅

願成就寺、両子寺

城下町と信仰の里を巡る旅 深江港、暘谷城址

地域再生 日出町次世代育成のまちづくり ・地域通貨モデルシステムの導入支援

九重町 構造改革特区 九重町幼保一体的運営特区
・幼稚園における幼稚園児と保育所児の合同活動
・保育事務の教育委員会への委任

・特例の全国化済

同一計画の区域   

（注１）大分市、佐伯市、臼杵市の一部（浦代港、臼杵港、小浦漁港、間越漁港、下浦漁港、東深江漁港、元猿漁港）

（注２）大分市、別府市、中津市、竹田市、豊後大野市、由布市、姫島村

宇佐市

豊後大野市

由布市

日出町

わたしの旅

わたしの旅

わたしの旅

構造改革特区

国際競争力のあ
る観光地づくり
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宮崎県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

元気みやざき網・わな免許特
区

・網又はわなを指定しての狩猟免許取得の可能化

元気みやざきフレッシュＩＴ
人材特区

・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除

国際競争力のあ
る観光地づくり

テーマ型広域観光モデルルー
ト開発＆観光地づくり

観光地づくりの構想策定
・県下全域
・九州圏

全国都市再生モデル調査
「宮崎駅西口の低未利用公有地
における民間資金を活用した賑
わい拠点、交通拠点の形成」

・活用されていない交通センター用の公有地を交通
センター、公共施設、商業施設、業務施設、イベン
ト広場等の複合施設として民間資金を活用し整備す
る具体的な方法を検討し事業計画を作成
・まちづくり交付金採択（18年度）（宮崎市中心
市街地地区）

全国都市再生モデル調査
「青島地域活性化の検討」

・衰退の一途をたどる有名観光地において、地
域の強み、弱みについての客観的な分析や人づ
くりの取組を行う

18年度採択分

全国都市再生モデル調査
「ITと人のネットワークを融合し
た助け合いのまちづくり調査」

・防犯・防災情報をITを活用して配信する「わがま
ちポリス」の整備
・聴覚障害者等の情報弱者への情報配信に関する実地
検証
・災害時の自力避難への介助必要度調査

宮崎市等

神話・伝説のふるさとツーリ
ズム特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

・同一計画の区域（注１）

リゾート宮崎ＩＴ特区

・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長
・国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の容
易化
・国有施設等の廉価使用の拡大

・同一計画の区域（注２）

宮崎県幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注３）

リゾート宮崎ＩＴ特区
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長

・宮崎市の一部（旧佐
土原町）
・同一計画の区域（注２）

宮崎県内の神話ゆかりの地を
巡る旅・・・日本人のルーツ
を訪ねて・・・

江田神社、宮崎神宮、平和台公園、青島神社

日本の海外交流の軌跡を九州
に訪ねて

青島神社、鬼の洗濯板、堀切峠、道の駅フェニックス

みやざきＩＴクラスター形成
による雇用促進プラン

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業） ・同一計画の区域（注４）

地域に密着した港づくり ・港整備交付金 ・同一計画の区域（注５）

宮崎市「清らかな水環境」再
生計画

・汚水処理施設整備交付金
・宮崎市の一部（旧佐
土原町、旧田野町）

がんばる商店街77選 宮崎市内6商店街
イベント事業を通じて商店街と大型店の連携のとれた
エリア「Doまんなかモール」全体で賑わいを創出

　

全国都市再生モデル調査
「子供の川体験から発想するｳｪﾙ
ﾈｽｼﾃｨ支援ｼｽﾃﾑ検討」

・街づくりと川をうまく連携させながら川の利活用
を推進する。
・既存の施設を活かし子どもたちに自然や生命の大
切さを教える。
・子どもから大人まで、川を中心とした自然環境の
大切さを学ぶ。

全国都市再生モデル調査
「旧街道が結ぶ地域の誇りによ
るまちづくりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」

・まち歩きの企画に集まった市民がまちづくり
活動に参画できるような体制づくり
・旧商家の移転・保存を中心としたまちづくりの推進

18年度採択分

構造改革特区 宮崎県幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注３）

宮崎県

宮崎市

都城市

構造改革特区

都市再生

構造改革特区

わたしの旅

地域再生

都市再生
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宮崎県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区
神話・伝説のふるさとツーリ
ズム特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

・都城市の一部（旧高
崎町）
・同一計画の区域（注１）

がんばる商店街77選 オーバルパティオ
中心市街地内の区画整理事業に合わせ、魅力あ
る商業施設、共同でオープンスペースに中庭を
持った商業集積の形成を目指して整備

　

構造改革特区 延岡市幼児教育特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認

人・物・情報が活発に行き来
する交流拠点都市づくり

・道整備交付金

干支のまち元気再生計画 ・道整備交付金
・延岡市の一部（旧北
方町）

潤いと賑わいに満ちた水とみ
どりの都市づくり

・汚水処理施設整備交付金
・延岡市の一部（小峰
舞野地区、吉野地区、
貝の畑地区）

がんばる商店街77選 山下新天街商店街

空き店舗やアーケード等を活用したまちなかで
の市民の活動を促進し、地域コミュニティの形
成による「夢・心・感動のあるおせったいのま
ち」づくり

　

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

環境共生まちづくり

全国都市再生モデル調査
「油津地区・歴史的資産を活用し
たみちづくり・まちづくり調査」

・地区観光交通コントロールのための駐車場配置計
画の検討
・歴史的環境と調和した町並み景観形成コントロー
ル手法の検討
・登録文化財（油津赤レンガ館）の保存活用方針の
検討
・まちづくり交付金採択（17年度）（油津地区）

神話・伝説のふるさとツーリ
ズム特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

・同一計画の区域（注１）

宮崎県幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注３）

小林市 構造改革特区 宮崎県幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・小林市の一部（旧小
林市）
・同一計画の区域（注３）

神話・伝説のふるさとツーリ
ズム特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

・同一計画の区域（注１）

宮崎県幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認
・日向市の一部（旧日
向市）
・同一計画の区域（注３）

ひゅうが環境・リサイクル・
国際物流特区

・重量物輸送効率化事業
・日向市の一部（日向
市細島臨海工業地域）

日向市小・中一貫教育特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

宮崎県内の神話ゆかりの地を
巡る旅・・・日本人のルーツ
を訪ねて・・・

美々津、鵜戸神宮、

魏志倭人伝の謎解き旅 美々津港

牧水郷農山村再生計画 ・道整備交付金
・日向市の一部（旧東
郷町）

地域に密着した港づくり ・港整備交付金 ・同一計画の区域（注５）

構造改革特区 宮崎県幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注３）

地域再生
しあわせで住みよい豊かな串
間の創造

・道整備交付金

都城市

延岡市

日南市

日向市

串間市

地域再生

都市再生

構造改革特区

構造改革特区

わたしの旅

地域再生
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宮崎県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

串間市 地域再生 活気ある漁村づくり ・港整備交付金
・串間市の一部（福島
港及び本城漁港）

神話・伝説のふるさとツーリ
ズム特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

・同一計画の区域（注１）

宮崎県幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注３）

わたしの旅
宮崎県内の神話ゆかりの地を
巡る旅・・・日本人のルーツ
を訪ねて・・・

都萬神社、西都原古墳、男狭穂塚、女狭穂塚

疏水百選 杉安堰

杉安堰は、水量豊富な一ツ瀬川がありながら、荒れ
地が多く、田が少ない上に干害などで貧しい暮らし
を強いらている村民を見かねた児玉久右衛門が私財
を投げ売ってまで完成させた井堰で、杉安用水路の
完成により、水田が作られ、村民の暮らしも向上し
ていった。

地域再生
魅力と活力にあふれた農山村
地域再生計画

・道整備交付金

神話・伝説のふるさとツーリ
ズム特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

・同一計画の区域（注１）

宮崎県幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注３）

リゾート宮崎ＩＴ特区
・外国人の入国、在留申請の優先処理
・外国人情報処理技術者の在留期間延長

・同一計画の区域（注２）

宮崎県幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注３）

地域再生
みやざきＩＴクラスター形成
による雇用促進プラン

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業） ・同一計画の区域（注４）

北郷町 わたしの旅
宮崎県内の神話ゆかりの地を
巡る旅・・・日本人のルーツ
を訪ねて・・・

潮獄神社

神話・伝説のふるさとツーリ
ズム特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

・同一計画の区域（注１）

宮崎県幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注３）

神話・伝説のふるさとツーリ
ズム特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

・同一計画の区域（注１）

宮崎県幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注３）

神話・伝説のふるさとツーリ
ズム特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

・同一計画の区域（注１）

宮崎県幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注３）

わたしの旅
宮崎県内の神話ゆかりの地を
巡る旅・・・日本人のルーツ
を訪ねて・・・

皇子原公園、狭野神社

神話・伝説のふるさとツーリ
ズム特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

・同一計画の区域（注１）

宮崎県幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注３）

国富町 構造改革特区 宮崎県幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注３）

西都市

えびの市

清武町

南郷町

三股町

高原町

野尻町

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区
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宮崎県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

みやざきＩＴクラスター形成
による雇用促進プラン

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業） ・同一計画の区域（注４）

国富町「美しい自然と共生す
るまちづくり」地域再生計画

・汚水処理施設整備交付金

神話・伝説のふるさとツーリ
ズム特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

・同一計画の区域（注１）

宮崎県幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注３）

地域再生
みやざきＩＴクラスター形成
による雇用促進プラン

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業） ・同一計画の区域（注４）

高鍋町 構造改革特区 宮崎県幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注３）

神話・伝説のふるさとツーリ
ズム特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

・同一計画の区域（注１）

宮崎県幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注３）

疏水百選 杉安堰

杉安堰は、水量豊富な一ツ瀬川がありながら、荒れ
地が多く、田が少ない上に干害などで貧しい暮らし
を強いらている村民を見かねた児玉久右衛門が私財
を投げ売ってまで完成させた井堰で、杉安用水路の
完成により、水田が作られ、村民の暮らしも向上し
ていった。

地域再生 地域に密着した港づくり ・港整備交付金 ・同一計画の区域（注５）

西米良村 構造改革特区
神話・伝説のふるさとツーリ
ズム特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

・同一計画の区域（注１）

木城町 地域再生
木城町「自然とともに生きるま
ちづくり」地域再生計画

・汚水処理施設整備交付金

構造改革特区 宮崎県幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注３）

地域再生
川南町「豊かな自然を活かし
た」地域再生計画

・汚水処理施設整備交付金

神話・伝説のふるさとツーリ
ズム特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

・同一計画の区域（注１）

宮崎県幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注３）

地域再生 地域に密着した港づくり ・港整備交付金 ・同一計画の区域（注５）

門川町 構造改革特区 宮崎県幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注３）

北川町 地域再生
清流と自然美を活かしたふる
さとづくり地域再生計画

・道整備交付金

構造改革特区
神話・伝説のふるさとツーリ
ズム特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

・同一計画の区域（注１）

地域再生
魅力ある全村森林公園づくり
計画

・道整備交付金

構造改革特区
神話・伝説のふるさとツーリ
ズム特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

・同一計画の区域（注１）

地域再生
安全・安心な暮らしを創造す
る地域再生計画

・道整備交付金

国富町

綾町

新富町

川南町

都農町

諸塚村

椎葉村

地域再生

構造改革特区

構造改革特区

構造改革特区
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宮崎県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

構造改革特区
神話・伝説のふるさとツーリ
ズム特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

・美郷町の一部（旧南
郷村、旧西郷村）
・同一計画の区域（注１）

わたしの旅
日本の海外交流の軌跡を九州
に訪ねて

神門神社、百済の里、百済の館、西の正倉院、
恋人の丘

自然とともに安心して暮らせ
るまちづくり計画

・道整備交付金
・美郷町の一部（旧西
郷村）

自然と笑顔の美しいまちづく
り計画

・道整備交付金
・美郷町の一部（旧北
郷村）

神話・伝説のふるさとツーリ
ズム特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

・同一計画の区域（注１）

宮崎県幼稚園早期入園特区 ・三歳未満児の幼稚園入園の容認 ・同一計画の区域（注３）

宮崎県内の神話ゆかりの地を
巡る旅・・・日本人のルーツ
を訪ねて・・・

高千穂、天岩戸神社、高千穂神社、高千穂峡、
国見ヶ丘、

魏志倭人伝の謎解き旅 高千穂神社、高天原、高千穂峡、天岩戸神社

地域再生
日本のふるさと高千穂づくり
計画

・道整備交付金

日之影町 地域再生
「自然の恵みが人を呼ぶ里」
ひのかげ再生計画

・道整備交付金

五ヶ瀬町 構造改革特区
神話・伝説のふるさとツーリ
ズム特区

・農家民宿における簡易な消防用設備等の容認
・国立・国定公園の特別区域におけるイベント
の容易化
・農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和

・同一計画の区域（注１）

同一計画の区域

（注２）宮崎市の一部（旧宮崎市、旧佐土原町）、清武町

（注４）宮崎県、宮崎市、清武町、国富町、綾町との共同計画

（注５）宮崎市、日向市、都農町、新富町

（注１）宮崎市の一部（旧宮崎市）、都城市の一部（旧高崎町）、日南市、日向市、西都市、えびの市、南郷町、三股町、高原町、野尻町、綾
町、新富町、西米良村、都農町、美郷町の一部（旧南郷村、旧西郷村）、諸塚村、椎葉村、高千穂町、五ヶ瀬町

（注３）宮崎市、都城市、日南市、小林市の一部（旧小林市）、日向市の一部（旧日向市）、串間市、西都市、えびの市、清武町、南郷町、三
股町、高原町、野尻町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、川南町、都農町、門川町、高千穂町

美郷町

高千穂町

構造改革特区

わたしの旅

地域再生
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鹿児島県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

かごしま網・わな猟免許特区 ・網又はわなを指定しての狩猟免許取得の可能化

かごしまいきいきＩＴ特区
・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除

国際競争力のあ
る観光地づくり

テーマ型広域観光モデルルー
ト開発＆観光地づくり

観光地づくりの構想策定
・県下全域
・九州圏

地域再生
かごしまルネッサンスアカデ
ミー（醸造産業人材育成）地
域活性化計画

・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

都市再生
全国都市再生モデル調査
「かごしま安心安全セーフティ
ネット構築調査」

・市民生活における安全安心のセーフティーネットを
構築するため、身の回りの危険箇所情報等の把握や校
区環境点検マップの作成、危険予知を高める教育指導
等を実施
・まちづくり交付金採択（18年度）（鹿児島市都
心部地区）

宣教師ザビエルの足跡とキリ
シタン文化をたずねる旅

ザビエル滞鹿記念館、鹿児島カテドラル・ザビ
エル記念聖堂、福昌寺跡

日本の海外交流の軌跡を九州
に訪ねて

仙巌園（磯庭園）、尚古集成館、城山（南洲洞
窟、照国神社）

桜島と共存・共栄する「安
心・安全で活気のある港」づ
くり計画

・港整備交付金
・鹿児島市の一部（白
浜港、長谷港、野尻
港、赤水漁港）

かごしま清流と水辺の再生計画 ・汚水処理施設整備交付金

がんばる商店街77選 中央地区商店街
来街者のアメニティ向上に資する道路空間の多
面的な活用と、魅力ある歩行空間創出への取り
組みの有効性の検証

　

かのや英語大好き特区
・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）
・市町村負担教職員任用の容認

かのやすくすく特区 ・市町村負担教職員任用の容認 ・特例の全国化済

立ち上がる農山漁村 柳谷自治公民館 住民活動による公共サービスの提供 平成１６年度選定

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
公共施設を含めた複合交流施設を中心として、
芸術・文化・福祉・学習、産業の交流拠点とな
る都市づくりを目指す。

構造改革特区 アクネうまいネ自然だネ特区
・農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認

・特例の全国化済

川上から川下に至る豊かな地
域資源を核としたむらづくり

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注１）

アクネうまいネ自然だネ雇用
創出プラン

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

構造改革特区
山間農地安心安全作物生産振
興特区

・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済

地域再生
川上から川下に至る豊かな地
域資源を核としたむらづくり

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注１）

都市再生
全国都市再生モデル調査
「住んでよし､訪れてよしのｲﾌﾞｷ
の国づくり」

・天然砂むし温泉と遊歩道の有る砂浜の再生
・駅前中央商店街の活性化
・健康増進と観光を融合化し滞在型リゾート地

指宿市等

地域再生
世界遺産屋久島と水産資源を
生かした魅力ある港まちづく
り計画

・港整備交付金
・同一計画の区域（注２）

・鹿児島県と屋久町の
計画

西之表市 都市再生

全国都市再生モデル調査
「サーファーが伝統の地場産業
を環境保全型として継承するま
ちづくり構想策定調査」

・黒糖づくりをサーファー有志との協働により
継承していくため、技術の伝承、事業収支、環
境対策、観光資源としての活用、ブランド戦略
等を検討

鹿児島県

鹿児島市

鹿屋市

阿久根市

大口市

指宿市

構造改革特区

わたしの旅

地域再生

構造改革特区

地域再生
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鹿児島県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

さつまいも地域資源再生特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済

宇宙開発特区 ・打上前衛星の無線局免許手続き簡素化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注３）

都市再生

全国都市再生モデル調査
「市民･地域や企業等の多様な地
域主体が参画する公共交通体系
の構築」

・公共交通機関が不十分な地域において、予約
型乗合タクシーやＮＰＯによる生活交通運行等
の導入を検討
・過疎・高齢社会に適応した持続可能な交通体系構築

18年度採択分

地域再生
錦江湾の恵みを活かしたキラ
リ輝く元気なまちづくり計画

・港整備交付金
・垂水市の一部(垂水
港、垂水南漁港)

全国都市再生モデル調査
「河川舟運の復活による都市再
生調査」

・舟運によるアクセス実験の実施
・舟運を復活するための方策・基盤整備の検討
・舟運復活後の活用の検討

全国都市再生モデル調査
「大学と地域が連携した持続可
能な都市･河川空間の再生」

・市内の大学との連携の下、水辺における環境
学習活動やまちなか居住を推進

18年度採択分

薩摩川内市障害者福祉整備推
進特区

・肢体不自由児施設等における調理業務の外部
委託の容認

・特例の全国化済

薩摩川内市小中一貫教育特区 ・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化）

唐浜らっきょう生産振興特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認

・特例の全国化済
・薩摩川内市の一部（港・
網津・寄田地区）

地域再生
川上から川下に至る豊かな地
域資源を核としたむらづくり

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注１）

日置市 地域再生
食と農の総合交流拠点づくり
計画

・道整備交付金

曽於市 地域再生
曽於市「ふるさとの清流」再
生計画

・汚水処理施設整備交付金

霧島市 都市再生
全国都市再生モデル調査
「今日的着眼発想による地方都
市中心市街地の整備手法調査」

・水と緑のオアシスを基軸とした地方小都市型
型再開発の促進
・都市下水システムの改善による中心部の浸水
被害の解消
・市町村合併に伴う都市機能の再編

都市再生
全国都市再生モデル調査
「東ｼﾅ海自然塾による地域資源
活用のまちづくり調査」

・地域まるごと博物館をテーマに宿泊を伴う探
索ツアー
・体験ツアープログラムを開発するとともに、
Ｕ・Ｊ・Ｉターン者の活動の場づくり

18年度採択分

構造改革特区 砂丘地域再生振興特区
・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経
営への参入の容認
・市民農園の開設者の範囲の拡大

・特例の全国化済
・南さつま市の一部（万
世・小湊海浜地域）

“海に学び、海を活かす”海
の駅づくりによる中核海洋都
市の再生計画

・地域再生に資するＮＰＯ等の活動支援

離島奄美の特性を生かした創造
的で多様な産業の活性化計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）
・奄美市の一部（旧名
瀬市）

知覧町 地域再生
「清流に水車がまわりホタル舞
う平和のまち」再生計画

・汚水処理施設整備交付金

川辺町 疏水百選 清水篠井手用水

清水篠井手用水は，鹿児島県薩摩半島の中央部に位
置。薩摩半島随一の万之瀬川の篠井手堰より岩屋公
園内を流れ，下流の水田約１５haに水を供給して
いる。用水の水を利用した木製水車，菖蒲園があ
り，隧道より下流域には名水百選に選ばれた“清水
の湧水池”がある。また冷たい水で清水でしか生息
しないオキチモズク（レッドデータⅠ類）もこの用
水で確認されている。

西之表市

垂水市

地域再生

薩摩川内市

南さつま市

奄美市

構造改革特区

都市再生

構造改革特区
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鹿児島県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

さつま町 地域再生
川上から川下に至る豊かな地
域資源を核としたむらづくり

・道整備交付金 ・同一計画の区域（注１）

恵み豊かな海づくり「あづま
の鰤王」ブランド推進計画

・港整備交付金
・長島町の区域の一部
（本浦港及び三船漁港）

地域の資源を活かした「安全
でゆたかな漁村」づくり計画

・港整備交付金
・長島町の区域の一部（指
江港及び蔵之元漁港）

湧水町 疏水百選 筒羽野の疏水

竹中池からの疏水により、当該地区の約９０haの
水田農業を潤い、有機米生産組合が結成されてい
る。
また、水源より直接農業用水として活用しているた
め、用水路を使った水辺の空間が整備され、子供達
の声が響いている。
日常の保全活動により、夏にはホタルが群生, メダ
カ,トンボ,エビ,魚類など生息する環境になり、子供
の学習の場にもなっている。

東串良町 地域再生
黒潮かおる漁業の町・肝付の
みなと再生計画

・港整備交付金
・肝付町及び東串良町の一
部（波見港、東風泊漁港)
・鹿児島県と肝付町の計画

肝付町 地域再生
黒潮かおる漁業の町・肝付の
みなと再生計画

・港整備交付金
・肝付町及び東串良町
の一部(波見港、東風泊
漁港)

中種子町 構造改革特区 宇宙開発特区 ・打上前衛星の無線局免許手続き簡素化 ・特例の全国化済
・同一計画の区域（注３）

構造改革特区 宇宙開発特区 ・打上前衛星の無線局免許手続き簡素化
・特例の全国化済
・同一計画の区域（注３）

地域再生
高齢者が生きがいを持ち，共
に暮らす町づくり

・補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の
転用の弾力化

上屋久町 地域再生
世界遺産屋久島と水産資源を
生かした魅力ある港まちづく
り計画

・港整備交付金 ・同一計画の区域（注２）

屋久町 地域再生
世界遺産屋久島と水産資源を
生かした魅力ある港まちづく
り計画

・港整備交付金 ・同一計画の区域（注２）

瀬戸内町 地域再生
「海の宝・山の宝」癒しの島
づくり

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

和泊町 構造改革特区 和泊町福祉輸送特区 ・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用

与論町 地域再生
地域資源を活かした観光、特
産品開発等の振興による雇用
機会の創出計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

同一計画の区域

（注１）鹿児島県、阿久根市、大口市、薩摩川内市、さつま町

（注２）指宿市、上屋久町、屋久町の一部（指宿港、宮之浦港、安房港、麦生漁港）

（注３）西之表市、中種子町、南種子町

長島町 地域再生

南種子町
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沖縄県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

都市再生
全国都市再生モデル調査
「市街地における水辺空間の再
生調査」

・昔の川の姿、生活との関わりを地域の高齢者
から聞き取り調査
・その川の原風景を基に、水辺空間再生の提案

本島全体

ハイサイ！おきなわ 文化交流・
感動体験プロジェクト

観光地づくりの構想策定 県下全域

いちゃりば感動プロジェクト 観光地づくりの構想策定 県下全域

ものづくり 産学連携製造中核人材育成事業

ＯＫＩＮＡＷＡ型・実践的高度溶接技術者の育成事業

独立行政法人国立沖縄工業高等専門学校
国立大学法人琉球大学
沖縄県工業技術センター

都市再生緊急整備地域
「那覇旭橋駅東」地域(11ha)

地域内の市街地再開発事業の事業主体となる
「旭橋都市再開発株式会社」設立(15.8)

全国都市再生モデル調査
「都市モノレール美栄橋駅前周
辺地域整備計画調査」

・地域資源を活用した沖映通りの活性化
・交流とふれあいのある手づくりのまちづくり
・都市の中の潤い空間の創出

全国都市再生モデル調査
「壺屋の歴史と文化を保全活用
した｢やちむんの里｣づくり調
査」

・歴史的道すじ整備方策の検討
・「やちむんの里」再生に必要となる地区施設
整備方針の検討
・都市観光戦略としての周辺商業地区との連携
方策の検討

全国都市再生モデル調査
「国際通りを中心としたｽﾄｰﾘｰ演
出によるまちづくり」

・若者による国際通り周辺の活性化に向けた提言
・人材の育成とまちづくり関係者との連携
・国際通り周辺まちづくり関連事業の推進に向
けた提言

全国都市再生モデル調査
「ゼロエミッション構想に基づ
く「生ごみ循環」と、「食・農
観光」の調査及びプログラム開
発」

・商業施設の生ごみを豚肉の飼育や農産物等の栽培
に活用し、生産品を消費者に提供する食品循環モデ
ルを構築
・豚肉を中心とした食・農観光のモデルコースの設
定、環境学習・食育プログラムの検討、モニター実
験を実施

全国都市再生モデル調査
「こどもによるこどものための
まちづくり支援検討調査」

・こども自身が、まちの課題の調査、地域清掃
等の地域活動へ主体的に参画できるしくみづく
りを検討

18年度採択分

都市再生プロジェクト
「都市における既存ストックの
活用」

那覇市国際通りをゆとりとにぎわいを持った都
市空間として再生

全国都市再生モデル調査
「複合交通結節施設を中心とし
た利便性の高いまちづくりモデ
ル調査」

・モノレールと高速道路との結節点における利
便性の高いまちづくりや交通結節施設のあり方
について検討

那覇市等

なはＩＴ人材育成特区
・講座修了者に対する初級システムアドミニス
トレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術者試験の一部免除

那覇港国際物流特区 ・特定埠頭の運営効率化 ・同一計画の区域（注1）

「沖縄の歴史と文化を考える
旅（本島とその周辺）」

沖縄県立博物館、玉陵、首里城、沖縄県平和記
念資料館、識名園、壺屋焼物博物館

”Jａｐａｎ”を訪ねる旅 首里城、那覇市伝統工芸館 大賞

世界遺産「琉球のグスク群」
探訪－琉球のふたりの英雄を
訪ねて

首里城

地域再生
なは情報通信産業の集積・振
興による地域活性化計画

・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

地域新生コンソーシアム研究
開発事業

・有線及び無線系の大容量デジタル通信向けＬＳＩ
(大規模集積回路) を開発。次世代情報通信用システ
ムに使用され、また特殊仕様が要求される放送機器
にも搭載されて実放送のシステムにおいて使用。

ＯＫＩＮＡＷＡ型産業振興プ
ロジェクト

沖縄県内で排出された廃ガラスを利用し、リサイク
ル製品の商品化及び同製品の製造装置を開発。

沖縄県

那覇市

ものづくり

国際競争力のあ
る観光地づくり

都市再生

構造改革特区

わたしの旅
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沖縄県

場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

 中心市街地活性化 中心市街地活性化基本計画
できるだけ具体性、実効性のある計画から着手
し、商業者や住んでいる人に希望がもてるよう
なまちづくりを推進する。

がんばる商店街77選 那覇市国際通り４商店街
歩行者に配慮して、一般の車両を規制し、公共交通
機関だけが通行できるトランジットモールを導入
し、人に優しいまち、歩いて楽しいまちの実現へ

　

宜野湾市 構造改革特区 宜野湾市英語教育特区
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

全国都市再生：共通的課題へ
の対応

都市観光の推進

全国都市再生モデル調査
「港を中心にしたまちづくり検
討調査」

・まちづくりに貢献する港づくり
・港から中心商店街区への観光客の誘導
・中心市街地の活性化
・まちづくり交付金採択（18年度）（石垣市中
心市街地地区）

地域再生
地域資源を活用した観光・Ｉ
Ｔ関連産業活性化計画

・補助対象施設の有効活用
・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

・石垣市の一部（石垣
島の全域）

立ち上がる農山漁村 石垣島果樹生産出荷組合 立地条件を生かした完熟マンゴー栽培・販売 平成１６年度選定

都市再生

全国都市再生モデル調査
「未利用地(斜面緑地)の自然緑
地保全のため整備手法及び集約
換地による高度利用区の土地利
用に関する調査検討」

・区画整理事業内の未利用地（斜面緑地）の自
然緑地としての活用
・集約換地街区の高度利用に向けた方策
・上記テーマに向けた住民・権利者・民間企業
参画に向けた取り組み

浦添市英語教育特区
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

那覇港国際物流特区 ・特定埠頭の運営効率化 ・同一計画の区域（注1）

「沖縄の歴史と文化を考える
旅（本島とその周辺）」

浦添城跡

”Jａｐａｎ”を訪ねる旅 浦添市立美術館 大賞

地域再生
「てだこの都市（まち）」も
のづくりタウン計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

わたしの旅
「沖縄の歴史と文化を考える
旅（本島とその周辺）」

名護城跡

地域再生 名護市雇用創出計画 ・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

立ち上がる農山漁村 農業生産法人(有）水耕八重岳 ゴーヤーを活かした商品開発による地域振興 平成１７年度選定

全国都市再生モデル調査
「災害に強い都市構造の形成及
び良好な水辺空間再生のための
総合的雨水対策検討調査」

・良好な水辺空間を再生し、災害に強い街づく
りのための提案
・交流会を通じて行政、地元自治会、市民団体
等が幅広く連携

全国都市再生モデル調査
「市民発「沖縄・中の町ミュー
ジックタウン構想」の検討」

・音楽文化を産業化、観光資源化し人材の育成
も図る構想策定に向け、市民意識調査
・市民勉強会を開催し、意識醸成や受け入れ態
勢整備に向け提言・提案

地域再生
国際文化観光都市　チャンプ
ルー・ルネッサンス計画

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

豊見城市 都市再生

全国都市再生モデル調査
「ﾚﾝﾀｶｰｽﾃｰｼｮﾝ併設型道の駅
(ちゃんぷるｰ型道の駅)｢豊崎｣を
拠点とした観光関連産業の振興
に関する調査」

・従来の道の駅機能に加え、レンタカーステーショ
ンや防災機能を備えた観光拠点づくりを検討

18年度採択分

都市再生

全国都市再生モデル調査
「住民発意による緑地ネット
ワークの整備及び管理の合意形
成調査」

・住民参加と事業目的の説明
・住民発意・合意形成と緑の計画づくり
・住民協働による緑地等の管理

わたしの旅
「沖縄の歴史と文化を考える
旅（本島とその周辺）」

勝連城跡、中村家、中城跡

那覇市

石垣市

浦添市

名護市

沖縄市

うるま市

都市再生

都市再生

構造改革特区

わたしの旅
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場　　所 分　　類 施　策　名 概　　　　要 備　考

わたしの旅
世界遺産「琉球のグスク群」
探訪－琉球のふたりの英雄を
訪ねて

勝連城

地域再生
うるま市振興ＱＯＬプロジェ
クト

・地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

宮古島市 疏水百選 宮古用水

国営土地改良事業「宮古地区」は、水源を地下ダム
に求めるという画期的プロジェクトとして注目さ
れ、大規模地下ダム技術の発祥の地として知られて
いる。地下ダムの水は、パイプラインにより宮古島
本島のほぼ全域に送配水され、活発な営農が展開さ
れており、地域の活性化に寄与している。

わたしの旅
「沖縄の歴史と文化を考える
旅（本島とその周辺）」

玉城城跡、斎場御獄

立ち上がる農山漁村 (株）たまぐすく 沖縄の主幹作物「さとうきび」を生かした村づくり 平成１７年度選定

南条市 ものづくり
ＯＫＩＮＡＷＡ型産業振興プ
ロジェクト

産学連携により機能性食品を開発し、販売。

「沖縄の歴史と文化を考える
旅（本島とその周辺）」

今帰仁城跡

世界遺産「琉球のグスク群」
探訪－琉球のふたりの英雄を
訪ねて

今帰仁城

本部町 都市再生
全国都市再生モデル調査
「観光交流拠点｢渡久地港みなとま
ちづくり｣形成のための基礎調査」

・バザールの開催や、まちあるきマップによる
賑わいづくり等を行うことにより、観光客の港
や周辺市街地への誘導を図る

18年度採択分

「沖縄の歴史と文化を考える
旅（本島とその周辺）」

仲泊遺跡

世界遺産「琉球のグスク群」
探訪－琉球のふたりの英雄を
訪ねて

恩納村

「沖縄の歴史と文化を考える
旅（本島とその周辺）」

座喜味城跡

世界遺産「琉球のグスク群」
探訪－琉球のふたりの英雄を
訪ねて

座喜味城

北中城村 わたしの旅
世界遺産「琉球のグスク群」
探訪－琉球のふたりの英雄を
訪ねて

中城城

西原町 ものづくり
ものづくり日本大賞
（総理大臣表彰）

泡盛の黒麹菌が生成するクエン酸が主成分の疲
労回復に効くもろみ酢の製造技術
　石川信夫（株式会社石川酒造場）

伊平屋村 わたしの旅
「沖縄の歴史と文化を考える
旅（本島とその周辺）」

伊平屋島

伊是名村 わたしの旅
「沖縄の歴史と文化を考える
旅（本島とその周辺）」

伊是名島

竹富町 都市再生

全国都市再生モデル調査
「竹富地域振興の為の観光振興
計画及び社会資本等に関する検
討調査」

・観光客が増加する地域において、海上交通網
の改善等の交流インフラの整備
・新たな観光ルート導入に向けたモデルツアー等

18年度採択分

与那国町 都市再生

全国都市再生モデル調査
「「姉妹都市花蓮市との国境交
流と多様な観光交流を通じた新
しいまちづくり」（どうなんち
ま交流・再生プログラム）」

・台湾・花蓮市との人的交流等の「国際交流プ
ログラム」や観光来島者のニーズの把握等を通
した「観光交流プログラム」を策定

同一計画の区域

（注1）那覇市及び浦添市（那覇港新港ふ頭地区9号及び10号公共国際コンテナターミナル）

うるま市

南城市

今帰仁村 わたしの旅

わたしの旅

わたしの旅読谷村

恩納村
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