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取組事例 地域資源であるリンゴを活用した「ふかがわシードル」で地方創生

、深川市地域資源活用施設で果実酒ふかがわシードルを製造。併せて
道の駅やふるさと納税等で販売促進に取り組み、地域経済の活性化を目指している。

（Ｈ26）

実績

（H30）

目標値

（Ｒ元）

進捗率

（％）
ふかがわシードル・プレミアム 

【ふかがわシードルのハイグレード

モデル】

・深川産つがるのみを使用し

・氷点下でゆっくり氷結させ、水分

のみを取り除き、糖類や果汁を混和

することなく糖度を18度程度まで濃

縮

・濃厚でありながら爽やかな口当た

りで、飲みごたえのある贅沢な味わ

いに仕上げています。

アルコール度：7．0％ 

ふかがわシードル・ドライ 

関連数値目標・ＫＰＩ ※代表的なものを記載 取組事例 さまざまなバージョン開発で横展開

販売額（万円） 0 2,123 1,000 212％

取組の推進体制とふかがわシードルの特徴

製造については、地域おこし協力隊員が担
うなど、移住実績にもつながっている。

H27

実績

H28

実績

H29

実績

H30

実績

販売額（万円） 700 1,334 1,638 2,123

ふかがわシードルが商品化5年目の

節目を迎えたことに伴い、「ふかが

わシードル・ドライ」を数量限定で

発売。きりっとキレの良い辛口なが

ら、りんごの香り豊かに仕上げてい

ます。

甘さを控えめにし、男性消費者を

ターゲットとして開発

アルコール度：7．0％ さらに地元産洋梨を使用した

「ふかがわポワレ」も販売中！

H26に地域資源活用施設「アップルランド山の駅おとえ」

を新設し、地元のりんごを原料とした加工事業に取り組み、

H27年5月にふかがわシードルを商品化。製造は㈱深川振興公

社。

【ふかがわシードルの特徴】

・深川産りんご100％使用・

低温で発酵させることにより

酵母の生み出す香りを引き出

し、フルーティーなシードル

に仕上げている。

アルコール度：5．0％

地域資源であるリンゴを活用し
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hk000743
テキスト ボックス
【事業年度：Ｈ26年度　事業費　3,014千円　（うち過疎債ソフト   3百万円）、Ｈ30年度　事業費　3,811千円　（うち過疎債ソフト   3.8百万円）】

hk000743
テキスト ボックス
（北海道深川市）



取組事例③ 都市拠点機能の整備及び補てん型から利用型の公共交通体系の構築

人口減少に対応する都市機能の集約を促進するため、今後将来の都市拠点となる清水沢地区に子育て支援機能や

交通結節点機能を持った拠点複合施設の建設を進めている。また、JR廃線等による市内交通体系の維持のため、デマ
ンドバス等を導入した。

基準値
（Ｈ26）

実績
（H30）

目標値
（Ｒ元）

進捗率
（％）

拠点複合施設の整備

〇主な取組
・Ｈ28年度：市民を交えた検討チームを
設置し基本計画を策定

・Ｈ29年度：建設用地を取得、基本計画に
基づいた基本設計、実施設計を実施。

・H30年度：建設工事の着工

新たな公共交通体系の整備

関連数値目標・ＫＰＩ ※代表的なものを記載 取組事例

交通結節点の構築 ０ １ １ １００

取組の推進体制

〇主な取組
・デマンドバスの導入
・タクシー乗車代金補助制度の導入
・JR廃線に伴う路線バスを中心とし
た交通体系の構築

・仮設交通結節点（バスまちスポッ
ト）の設置

・予約型スクールバス（ピコピコシ
ステム）の導入

〇主な成果
・デマンドバス登録者数 260人
・タクシー乗車代金補助制度登録者数 90人
・JR石勝線夕張支線１日５往復→路線バス南北軸１日１０往復
・ピコピコシステムの導入により、年間約130万円のコスト削減と
冬期の増便を実現

拠点複合施設については、平成30年度に着工し、令和元年度

供用開始予定である。
新たな公共交通体系の整備については、平成25年3月に策定
した「夕張市生活交通ネットワーク計画」に基づき、交通体系の
効率化、デマンド交通の導入・運行等を実施している。

新たな公共交通体系
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hk000743
テキスト ボックス
【事業年度：Ｈ28～31年度　総事業費1,226百万円　（うち過疎債ハード　199.9百万円）】

hk000743
テキスト ボックス
（北海道夕張市）



Park-PFI方式を導入した公民連携まちづくり（岩手県二戸市）

面積：420.42 ㎢
人口：26,898 人 （平成31年1月1日推計）
人口増減率：-1.78 % （同上）

財政力指数：0.37 （平成30年度決算）

昭和50年代最盛期に20数軒存在した温泉宿は、後継者難や旅行者ニーズの
多様化、施設の老朽化等により徐々に減少し、現在は6軒が営業するのみと
なっている。また、市営の金田一温泉センター（H10開業）は老朽化による施設
の建替えが喫緊の課題であった。

【完成イメージ図】

プール・デッキ整備

温泉センターの建替え
（温泉、飲食、宿泊施設）

地域資源を活かした都市公園整備
（アウトドア体験やワークショップ等）

温泉センター「カダルテラス金田一」への建替え（R4.3開業予定）やプールの補
修、都市公園整備を中心とした金田一温泉周辺地区のまちづくりにおいて、Park-
PFI方式を全国に先駆けて活用。市と民間の共同出資による「㈱カダルミライ」を
設立（H30.7）し、公民連携による地域経済の活性化、地域のブランド価値向上を
図る。このうち、市が負担する事業費の資金に過疎対策事業債が充当されている。

【温浴施設利用者数】

H30： 102,000 人/年 （実績）⇒ R4： 121,000 人/年 （目標 +19,000 人）
【Park-PFIとは】

【資料】
二戸市HP https://www.city.ninohe.lg.jp/
国土交通省「都市公園の質の向上に向けた

Park-PFI活用ガイドライン」

金田一温泉周辺地区における課題

プロジェクト概要 （実施期間：平成30年度～令和3年度）

二戸市の概要 過疎債充当事業（R2は見込額） 単位：百万円

年度 事業内容

H30  金田一近隣公園整備 20.5 11.5
R1

R2

644.2 514.0

188.3
50.0

98.2
50.0

合計

事業費 過疎債

 金田一近隣公園整備
 公民連携まち再生事業出資
 金田一温泉センター解体事業

71.2
200.0
114.2

 金田一近隣公園整備
 公民連携まち再生事業出資

40.1
200.0
114.2
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空き校舎を利活⽤した貸事務所等整備事業

⼩坂⼩学校との統合により2013年に閉校した旧七滝⼩学校の空き校
舎を利活⽤し、地域経済の活性化及び雇⽤の創出を⽬的とした複合施
設の整備を実施（改修費約2億3000万円、財源の⼀部に過疎対策事業
債を活⽤）。貸事務所やコワーキングスペース、地域住⺠の交流スペ
ース等を備える。

貸事務所は、⼩坂町、地域連携DMO「（⼀社）秋⽥⽝ツーリズム」
及びオーストラリアに本部を置く語学関連企業「SASUGA GROUP」
の三者連携により開設された⽇本語学校「AKITA INAKA SCHOOL」
の拠点として定期的に活⽤されるなど、国際⾊豊かな地域のにぎわい
創出に寄与している。

※「（⼀社）秋⽥⽝ツーリズム」は、秋⽥県北部の⼤館市、北秋⽥市、⼩坂町、
上⼩阿仁村の4市町村で構成される地域連携DMOであり、2017年11⽉に観光庁
から⽇本版DMO法⼈として登録されている。「AKITA INAKA SCHOOL」は、
当該DMOによる地⽅創⽣の取組の ⼀環として開設されたものである。

⽇本語学校「AKITA INAKA SCHOOL」（R1.8〜）
毎年4回各4週間の⽇程で開催が予定されている。 令和元年度は夏・秋・冬
の3回開催され、延べ43⼈の外国⼈が ⼩坂町に滞在しながら⽇本語の学習や
地元住⺠との交流を⾏った。運営スタッフが県外から移住するなど、移住の
実績にも繋がっており、今後開校期間が延⻑されれば雇⽤の創出も期待される。

⼩学⽣〜⾼校⽣を対象とした学習塾（R2.7〜）
北東北の学校教員を対象とした⽇本語教師養成講座（R3.9〜)

町内居住の希望⽣徒は、Sasuga Japan提供の英語授業を1年間無料で受けられる。

秋⽥県⿅⾓郡⼩坂町

秋⽥県北東部の県境の町であり、北東北三県（秋⽥・
⻘森・岩⼿）のほぼ中央に位置する。

⼗和⽥湖をはじめとする豊かな⾃然環境や明治以来
栄えた⼩坂鉱⼭関連遺産を活⽤した観光業、鉱⼭技術を
活かしたリサイクル関連産業が盛んである。

・⼈⼝︓4,879⼈ （令和3年1⽉1⽇住⺠基本台帳⼈⼝）
うち65歳以上の⾼齢者⼈⼝︓2,180⼈（総数の45.1％）
うち14歳以下の年少⼈⼝︓358⼈（総数の7.4％）

・⼈⼝増減率︓-2.32％（令和2年1⽉1⽇から12⽉31⽇）

・財政⼒指数︓0.28（令和元年度） 資料提供︓⼩坂町

七滝活性化拠点センター 事業概要

施設の主な活⽤実績

講師が県外から
町内に移住し開塾

外国⼈⽣徒が
町内に滞在し利⽤

映画製作⽤のスタジオ（R1.11〜）
卒業⽣の⼀⼈が、⼩坂町や秋⽥県北地域の⾵景や住⺠との交流を
題材としたドキュメンタリー映画製作に利⽤。
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・東京から南方約1,000㎞の太平洋上に散在する
30余りの島々から成っている。
・人口：2,606人（父島及び母島）
（令和3年1月1日現在）
・人口増減率：-0.87％（令和3年1月1日現在）
・財政力指数：0.267（令和2年度）

離島における医療体制の確保は最重要
事項であり、特に、離島における医療
従事者の安定的な確保が課題。
村内には二つの医療機関（小笠原村

診療所及び小笠原村母島診療所）があり、
父島及び母島の各島における唯一の医療
機関として、村民や観光客に医療を提供。
村内には医療人材も乏しく、本土へのアクセスも６日に

１便、片道２４時間を要するため、医療体制を維持するこ
とが厳しい環境。

小笠原村

看護師住宅（東京都小笠原村）

【写真】看護師住宅

出典：小笠原村

○医療の現状適正な医療従事者の適正配置による
離島の医療体制の確保

○医療体制の確保
ここ数年の間、毎年2～3名の退職者が発生していることから、

村内の医療従事者の離職を回避し、かつ、安定的に従事者
を確保するため、財政融資資金を活用し、令和２年３月に
村内に新たな看護師住宅を建設し、医療従事者の生活環境
を整備。
医療人材については、村外から確保しており、看護師住

宅には、令和２年５月から４世帯が入居し満室。居住者は
小笠原村診療所に勤務しており、必要とする看護師（９
名）の配置が整う。これにより、今後の退職者数の抑制が
期待でき、看護師の勤務シフトの適正化が図られるなど、
労働環境の改善にも寄与しており、村内の医療体制の確保
につながっている。

【写真】小笠原村（父島）
出典：小笠原村

出典：小笠原村

【写真】小笠原村診療所

5

＜関東財務局＞



長野市ジビエ加工センター（長野県長野市）

【写真】長野市ジビエ加工センター
出典：長野市ホームページ長野市

・人口：375,811人（令和2年1月1日 現在）
うち65歳以上の高齢者人口 110,459人（構成比29.4％）

・人口増減率：-5.7％（平成31年1月1日現在）
・財政力指数：0.74（平成30年度）

○概要
農作物に被害を及ぼし有害鳥獣として捕獲され
たイノシシやニホンジカを、地域資源「ジビエ」
として有効活用し、農業被害の軽減や中山間地域
の活性化を図るために財政融資資金を活用
して整備。国産ジビエ認証取得後、令和元
年10月から食肉用ジビエの販売開始。
○実績
野生鳥獣の年間捕獲数(目標)1,300頭とし、そ
のうち年間処理頭数(目標)は約600頭と設定し、
食肉利用率30％を目標。令和２年３月末現在の処
理頭数は520頭。
○効果
加工された食肉用ジビエは、レトルト食品等の
加工食品として道の駅にて販売が開始になる等、
市内外の飲食店でも需要が増加している。

【写真】軽保冷車
出典：長野市ホームページ

農業被害を軽減
新たな地域資源“ジビエ”として期待

いのししカレー
ジビエジンギスカン

ジビエ加工商品
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○ 事業年度： H29年度

○ 総事業費： 29.9百万円 （財政融資：29.9百万円）

○ 目的・内容

平成29年秋に初めて開催された奥能登国際芸術祭は、現代アート作

品が市内全域に展開されることで、交流人口の拡大や新しい産業の創

出、地域の魅力の再発見、地域の誇りの醸成などを狙いとして開催。

奥能登国際芸術祭に向けた当該事業は、現代アート作品の展示のみ

ならず、地域住民による料理の提供や各種グッズの販売、イベントやパ

フォーマンス等、様々な展開が

可能な拠点として、展示空間、

調理設備、関係者の短期滞在

用設備等の整備を行い、新たな

地域活性化の拠点とするために

遊休施設（※）の改修を行うもの。

（※）旧飯塚保育所・・H19.4より休所中

○ 旧保育所の有効活用

公共施設等総合管理計画の遂行にあたり、少子
高齢化等により長期間休所していた保育所の有効
活用策として、奥能登国際芸術祭での現代アート作
品の展示や各種イベント拠点へと改修を図った結果、
期間中（H29.9.3～10.22）の当該施設鑑賞者は
17,239人、当該施設でのイベント（9回開催）入場者
数は1,827人を数えたことに加え、市内外から多くの
ボランティアが携わった。

○ 交流人口の拡大

「奥能登国際芸術祭」（期間中鑑賞者数（推計）は
68,665人）を契機に、その後も当該施設を利用して
各種イベントやパフォーマンス等の開催、地域住民
による料理を提供することで、過疎化が進む当該地
区の「新たな地域活性化」につながっており、今後も
市全体の更なる交流人口の拡大が期待される。

（なお、「奥能登国際芸
術祭2020」については、
2020年9月の開催を予
定していたが、新型コ
ロナウイルス対応によ
り、開催を1年間延期
することとなった。）

○石川県珠洲市 能登半島の先端に位置 面積 247.20㎢
○人口 13,916人（R2.3.31住民基本台帳） S25年 38,157人（ピーク）

団体の概要

事業概要

期待される効果

奥能登国際芸術祭基盤整備事業（過疎対策事業）

奥能登芸術祭に向けて、現代アート作品の展示のみならず、地域住民による料理の提供や各種グッズの販売等
の整備を行い、新たな地域活性化の拠点とするために旧保育所の改修を行うもの。

 国勢調査 15歳未満 構成比 15～64歳 構成比 65歳以上 構成比 合計 増減率
H22年 1,515 9.3% 8,080 49.6% 6,699 41.1% 16,300 ▲ 9.7%
H27年 1,157 7.9% 6,642 45.4% 6,816 46.6% 14,625 ▲ 10.3%

R27年(推計) 351 5.7% 2,255 36.9% 3,506 57.4% 6,112 ▲ 58.2%
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○事業年度：令和２～４年度予定
○総事業費：588百万円 （財政融資：546百万円）
○目的・内容：財政融資資金を活用して整備され平成28
年に開業した自然体験アトラクション「ツリーピクニックア
ドベンチャーいけだ」に係る拡張整備事業。

（適宜、写真等入れて）

○森林資源の活用
➢池田町は、総面積の約92％を山林が占め、かつては林業が

盛んであったが、安価な海外産の木材の流入により衰退して
おり、人口も大幅に減少している。そのような状況において町
は、森林資源を活用した施設を拡張することにより地域循環
型経済の創出、若者の雇用促進、移住・定住人口及び都市農
村交流人口の拡大を目指している。

○観光客や移住者の増加
➢「ツリーピクニックアドベンチャーいけだ」開業以降、町の雇用

創出のほか、観光地としての池田町の知名度があがり、県外
客を中心とした観光客（開業前の3.3倍、約８万人）や移住者

が増加。今後、北陸新幹線県内開業を控え、当該施設の拡充
を行うことにより、更なる観光客等の増加が見込まれる。
（参考）ツリーピクニックアドベンチャーいけだ利用者数（Ｒ１）41,515人

○福井県池田町
○人口： 2,486人（令和2年3月末）
○高齢化率が4割を超え、県内1位となっている。
○人口減少率： △13.4％（国勢調査 平成22年→27年）

団体の概要

事業概要

期待される効果

ツリーピクニックアドベンチャー拡張整備事業（辺地対策事業）

自然体験アトラクション「ツリーピクニックアドベンチャーいけだ」の拡張整備を行うもの。

＜メガジップライン＞
往路480ｍ、復路510ｍ、20
階建てのビルに相当する60
ｍの地上高から滑走。その
全てが日本一。

＜全体イメージ図＞

☜改修整備箇所

拡張整備箇所☟
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○ 事業年度：Ｈ29年度～（継続中）
○ 総事業費（Ｈ29～Ｒ１）：17.34百万円 （財政融資：17.30百万円）
○ 目的・内容
➢ 利賀地域（※）における「活性化支援事業」

（※） 利賀小学校及び中学校の児童生徒数（R2年度）は
小学校が９名、中学校が５名で、
すべての学年が複式学級となっている。

【これまでの主な取組】
H28 利賀地域山村留学定住推進協議会を設置
H29～ 短期山村留学キャンプ（夏休みに１週間

利賀の暮らしや自然を体験） を実施
R１ 冬キャンプも実施
【短期留学（Ｈ29～Ｒ１）の実績】
延98人参加（首都圏：66人、
関西・東海：16人、その他：16人）

➢ R2年度においては、長期留学（１年間）
の実施（R3年度～）に向けた準備が進め
られているほか、「企業版ふるさと納税
制度」の活用の検討も進められている。

○ 短期留学の参加者からは、次のステップとなる長
期留学に繋がる声が多く寄せられている。

○ 留学を通した若年期からの関わりにより、将来的
な「関係人口」（※）としての継続的な地域への関わ
りのほか、移住等効果も期待される。

（※） 南砺市の関係人口への取組みは、『南砺市応援市民制度』
［市外に住みながらも、「南砺が大好きである」「南砺を愛して
る」など、南砺の応援団として活動していただける方を「応援市
民」として募集］として実施されており、地域活動やお祭りへの
参加・サポート、クラウドファンディング、副業など幅広いジャン
ルが対象とされている。
「南砺市応援市民」（H28年度より登録開始）には、R元年度末
で約800名の登録があり、総務省「関係人口創出・拡大事業モ
デル事業」に採択されるなど、地域と関係人口を繋ぐ仕組みが
整備されている。

○ 今後、長期留学の実施において、「企業版ふるさ
と納税制度」を活用することで、持続可能で有機的
な地方創生への取組への発展も期待される。

○富山県南砺市 ○ 人口：49,896人（Ｒ2.5現在）

○ Ｈ7年に高齢化率が21％超となり、全国（Ｈ19）より
も10年以上早く「超高齢社会」を迎えている。
○ 『住みたい田舎ベストランキング』で上位に選ばれて
おり、「世界に誇れる一流の田舎」を目指している。

団体の概要

事業概要

期待される効果

山村留学定住推進事業（過疎対策ソフト事業）
都市部から児童・生徒の山村留学を受け入れることにより、こども達が多様性に触れる機会を確保し、教育環境
の向上を図るとともに、将来の定住を推進し地域住民にも多くの刺激が生まれることで地域活性化を図ろうとする
「活性化支援事業」

◎ 昨年参加して楽しかったので、今年も参加した
◎ 来年も行きたい
◎ もっと長くいたかった
◎ 子どもにとっても、家族にとっても、利賀は
必ず行きたい大切な場所になった など
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淡水魚加工施設整備事業
愛知県北設楽郡豊根村

事業の概要

豊根村では豊富な水資源を活かしてチョウザメやアマゴ
などの淡水魚養殖に取り組んでいます。

平成28年度からは、チョウザメ（雄）の魚肉販売を行っ
ていますが、新たな豊根村の特産品として切り身の加工品
やキャビア生産などを行えるよう、閉鎖した旧学校給食共
同調理場を有効活用し加工施設を整備しました。

鮮魚や魚肉販売のみならず、加工品やキャビア生産が可
能となることで、付加価値が高まり村内での新たな雇用創
出や交流人口増加なども期待されます。

事業実施にあたっては、資金の一部として、財政融資資
金（過疎対策事業債）が活用されています。

東三河観光ＰＲポスター
（東三河広域連合制作）

（令和2年6月掲載）
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公営塾運営事業
静岡県榛原郡川根本町

事業の概要

川根本町では、平成30年に公営塾を開設しました。

町内在住の中高生を対象に、個々の学力に合わせた「個別
対応指導」と「最先端の映像指導」を提供。加えて、個別面
談による進路指導も行い、まちの未来を担う子どもたちが希
望する進路の実現を目指しています。

また、地域で子どもたちを育てる環境をつくることで、将
来を担う人材を育成するとともに、町の魅力を他地域の若年
世代にも伝え、町へのI・Jターン、移住・定住を促進する等
の地域振興が期待されています。

事業実施にあたっては、運営費の一部として、財政融資資
金（過疎対策事業債）が活用されています。

～映像授業ブース～

～個別指導スペース～

個別指導

映像指導

＋

＝

ハイブリッド
個別指導

（令和2年6月掲載）
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取組み状況の見える化について

定住促進団地整備事業（洲本市）

団体の概要

・洲本市は、淡路島の中西部から南東に位置しており、北
は淡路市、南は南あわじ市と接し、人口約4万2千人。
・本州と四国を結ぶ神戸淡路鳴門自動車道（洲本IC）が南
北を縦断しており、神戸まで約70kmの距離にある。
・H18年に旧洲本市と津名郡五色町との合併により現洲本
市となった。

・洲本市のうち、旧五色町については過疎地域に指定され
ており、合併後も五色地域において過疎対策を講じている。

①事業内容

・洲本市（五色地域）では少子高齢化が進む中、児
童数の減少により、小学校において複式学級が導
入されている。こうした中、市外からの子育て世帯
を対象とした公営住宅を整備し、地域の定住人口
増加を図るもの。

・具体的な入居要件は、①入居時点で市外に住所
を有すること、②小学校を卒業するまでの子供と
同居することなどとしている。

②事業費
・412,163千円（26～28年度決算べ－ス）
うち、過疎債起債額 328,100千円（26～28年度）

③効果
・ホームページなどで市外・県外へ積極的にPR活
動を行い、全18戸に対して、17戸の入居がある。
（平成30年10月実地監査実施時点）
・入居世帯の子供は、近隣の保育園や小学校（徒
歩4分程度）に通学しており、児童数の減少に一定
程度歯止めをかけている。

・入居世帯に対し市の住宅施策の周知等を行い、
子供が小学校を卒業するなどの理由で退去した後
も市内に留まってもらえるよう働きかける。

・このほか、本州または四国へ高速バス等を利用
して通勤する場合には、交通費の50％(上限1万円
/月)を助成しており、相乗効果を発揮している。
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取組み状況の見える化について

奥永源寺振興拠点施設整備事業（東近江市）
道の駅 「奥永源寺渓流の里」

団体の概要
・東近江市は滋賀県の南東部に位置し、西には琵琶
湖畔に面し、東では三重県との県境に面している。
・H１７年に旧八日市市及び永源寺町など１市４町で
の合併後、H18年には更に２町を編入し現在の東近
江市となっている。
・東近江市のうち旧永源寺町（奥永源寺地区：三重県
境に隣接）について辺地指定がされており、合併後
においても辺地対策を講じているもの。

①事業内容
・本件は、三重県と本市をつなぐ国道421号線沿いにあ
る中学校の廃校舎を活用し、既に運用が開始されてい
たコミュニティセンター（市役所出張所や診療所を配置）
に、奥永源寺地区における地域振興の核、及び、市の
東側玄関口として「道の駅」整備を行ったもの。
・道の駅整備に合わせ、避難所や臨時ヘリポートなど防
災拠点としての整備も行われている。

②事業費
・道の駅整備 193,175千円のうち辺地債 80,300千円
・展望テラス設置 24,278千円のうち辺地債 20,000千円

③効果
・道の駅は、地域住民や団体の代表からなる「奥永源寺
渓流の里運営協議会」により地元主導にて運営されて
おり、地元特産品の販売促進にも寄与している。
・地域の生活拠点とし日用品などの販売も行っており、
中山間地の課題である「買い物弱者対策」も担っている。
・地域住民（有志）で結成された「渓流の里サポーター
ズ」がイベントの企画・運営を行う等、地域住民・地域資
源と観光客を繋ぐ観光交流拠点としても機能している。
・地域資源を生かした活性化の取組により、多様なニー
ズの来訪者が増加し、開業から1年で32万人が来訪し
当初の目標を超える売り上げを達成している。
（参考）観光客数
H29.11～H30.10：41万人、H30.11～H31.10：42万人
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・三次地区拠点整備事業 （過疎対策事業（ハード）） （広島県三次市）

広島県の北部，島根県と県境を接する中国地方の内陸中央
部に位置する市。大阪・下関方面を結ぶ中国縦貫自動車道と
松江・尾道方面を結ぶ中国横断自動車道尾道松江線をはじ
め，中国地方の山陰・山陽を結ぶ各国道，ＪＲ鉄道網などが，
本市で結節している。
人口：53,615人

三次地区は、市内有数の観光資源を抱えているものの、観光の拠点となる
施設がなく、駐車場も不足していたことなどから時代の変化とともに徐々に活
気を失いつつある状況にあった。

こうした中、観光資源の真中に位置していた三次市文化会館が移転したため、
その跡地利用が新たな課題となっていた。

湯本豪⼀記念⽇本妖怪博物館（三次もののけミュージアム）

事業年度：平成25～30年度 事業総額：1,414,335千円 うち財政融資資金1,216,400千円

自動車道（中国縦貫自動車道・中国横断自動車道尾道松江線）がクロスする三次市の広域拠点性を生かして観光客を呼び込み、車で訪れた
観光客が車を止めてまちなかを回遊するための拠点となる施設として、三次市文化会館の移転跡地に「湯本豪一記念日本妖怪博物館（三次
もののけミュージアム）」及び「交流館」を整備することにより、観光・交流人口の拡大、観光消費額の増加による観光産業の振興や広域拠点
性の維持向上を図ろうとしたもの。

団体の概要 地域の課題や実情

事業効果

湯本豪一記念日本妖怪博物館（三次もののけ
ミュージアム）

（平成27年国勢調査結果（総務省統計局）より）

妖怪物語「稲生物怪録」の舞台である三次市に、妖怪研
究家の湯本豪一氏から「妖怪コレクション」の寄贈を受
け2019年4月26日に日本初の「妖怪博物館」としてオー
プン。初年度に目標としていた「来館者数10万人」を５ヵ

月弱という期間で突破している。また隣に整備された交
流館では様々なイベントが行われ新たな賑わいを醸成
している。

館内の展示

（写真提供：三次市）
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小さな拠点整備運営事業 （過疎対策事業（ソフト）） （岡山県津山市）

岡山県北東部に位置し、北は中国山地、南は中部吉備高原に
接する、都市と自然が融合する表情豊かな地域であり、県北の
中心都市である。
人口：103,746人

津山市阿波地区は、あば村運営協議会発足（平成26年4月）前の平成26年1月時
点では、人口は575人で、平成17年の合併時（平成18年1月時点 693人）から約
17％減少し、高齢化率も42.1％になっていた。地区唯一の小学校も閉校する
など、過疎化が進行し、地区の活性化が大きな課題となっていた。

事業年度：平成29年度 事業総額：3,000千円 うち財政融資資金3,000千円

平成の大合併により阿波村（あばそん）が津山市と合併後、急速に人口減少が進んだため、地域維持のため、津山市の呼びかけで住民自治
協議会の取組を開始。本事業は、住民自治協議会の取組を更に継続的に支援する仕組みとして、国の地域再生法に基づく地域再生計画（小
さな拠点づくり）の認定を受ける地域（住民自治協議会）に対し、小さな拠点の形成・運営に関する経費を補助するもの。

※「小さな拠点」づくり・・・生活や福祉サービス機能等を一定のエリア内に集め、周辺集落と交通ネットワーク等で結ぶことで、暮らしを守り、地域コミュニ
ティを維持する取組

団体の概要 地域の課題や実情

事業効果

小型スーパー

（平成27年国勢調査結果（総務省統計局）より）

「あば村運営協議会」は、地区中心部に「小さな拠点」を形成し、地域
住民の生活支援や生産活動の強化、地域内外の交流を図る取組を
行っており、
・住民出資の運営会社を設立することで、ガソリンスタンドを存続
・小型スーパーを開いて食料品や日用品を販売
・移動販売事業を行い、高齢者の見守りをあわせて実施
・温泉や宿泊、スポーツ施設などを活用したツアーを開催
・平成24年から7年間で延べ29世帯59人の移住やUターンを誘致

等の効果を上げている。 ガソリンスタンド

（写真提供：あば村宣言ＨＰ http://abamura.com/kyoten ）

（人口については、住民基本台帳より）

あば村運営協議会（運営等に関する経費）
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【美波町の概要】
○ 人口： 6,290人(R2.4.1)
（うち高齢者人口：3,123人）
（うち年少人口：485人）
○ 面積： 140.74 ㎢
○ 財政力指数：0.17(H30)
平成18年3月、徳島県の南東部に位置する日和佐町と

由岐町が合併して、美波町となりました。
南東は太平洋に望み、黒潮の良好な漁場を有してい

ることから、産業は古くから漁業が中心です。非常に
変化に富んだ海岸線は風光明媚なリアス式海岸で、そ
の多くは室戸阿南海岸国定公園に指定されています。

美波町立病院建設事業（徳島県美波町）

【事業概要】
○ 事業年度：平成24～27年度
○ 総事業費：29億2,385万円
○ 起債総額：11億9,820万円
（全額財政融資資金）

美波町立病院は、合併前の２町が
有していた老朽化の進む日和佐病院
と由岐病院を統合、再編して開設さ
れました。
新病院は、高規格道路のインター

チェンジ近くの高台に立地し、鉄筋
コンクリート造り３階建て免震構造
で建設されています。
今後発生が予想される南海トラフ

巨大地震・津波から病院機能の喪失
を防ぎ、入院患者の安全が確保でき
る病院の整備は、地域に必要な医療
提供体制の構築が図られた事例です。

16

＜四国財務局＞



【美馬市の概要】
○ 人口：28,204人 (R2.4.1)
（うち高齢者人口：11,055人）
（うち年少人口：2,699人）
○ 面積：367.14㎢
○ 財政力指数：0.30(H30)
徳島県西部に位置する美馬市は、平成17年３月、旧美馬

郡内の脇町、美馬町、穴吹町、木屋平村が合併してできま
した。
市のほとんどは山地で、総面積の約８割が森林です。

市のほぼ中央を東西に吉野川が流れ、その沿岸の平野部が
主な可住地となっています。自然環境が豊かで、歴史的･文
化的資源にも恵まれており、大手企業の生産拠点などが地
域経済を支えています。

美馬地区統合小学校建設事業（徳島県美馬市）

【事業概要】
○ 事業年度：平成26～28年度
○ 総事業費：17億6,788万円
○ 起債総額：12億7,220万円
（全額財政融資資金）

美馬小学校は、急速な少子化による学校
の小規模化が進むなか、より良い教育環境
の整備を図るため、美馬地区にある５つの
小学校を統合し、平成29年４月１日に開校
しました。鉄筋コンクリート３階建ての校
舎のほか、体育館やプールが整備されてい
ます。また、将来的な「小・中一貫教育」
を視野に入れるとともに、既存施設を有効
に活用する観点から、美馬中学校の敷地内
に建設されています。
美馬市は小学校の統合にあたり、美馬地

区統合小学校づくり協議会を発足させ、校
舎内の配置などについて住民を交えたワー
クショップを行ったほか、統合後の小学校
のあり方や運営などについて協議を重ねま
した。可能な限り地域住民の意見を反映し
た学校整備が実現した事例です。
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（概要）
○平成28年熊本地震において特に被害の大きかった高野台地域において、地すべりによって家
屋が滅失した土地及び家屋解体により更地となった土地を活用し、周辺住民の緊急避難場所
及び救助機関の拠点等として、備蓄倉庫や耐震性貯水槽等を持つ防災公園を整備する

（事業の目的、事業総額）
○当村の西部地区における防災拠点として位置づけ、約500人の3日分の水・食料
などを備蓄。有事の際には、自衛隊、消防、警察等の活動拠点としての活用も想定
○総事業費274百万円（起債額：財政融資資金100百万円）

（地域の課題や実情）
○熊本地震で死者31人、家屋全壊699件等大きな被害を受け、国道や鉄道が不
通となり、観光施設や農地にも甚大な被害が発生し、人口減少が著しい

（成果・期待される効果等）
○平時には防災教育や防災訓練、地域住民がイベント等で利用で
きるレクリエーション施設として活用できるうえ、非常時には近隣住民
や観光客が避難場所として利用可能
○熊本地震からの復旧・復興を進めていくうえでも、震災を教訓とした
生活環境の整備及び住民生活の安定と福祉の向上に寄与
○村内に所在する震災遺構と併せて、震災の記憶、教訓をつないで
いく場としての利用も期待され、地域資源を活用した観光面からの産
業振興も期待できる

高野台防災公園整備事業（H29～30年度 熊本県南阿蘇村）

（村の概要）
・人口：10,619人（H31.1.1）

/H28.1.1比▲9.2％
・H17に3村が合併
・阿蘇山の南に位置、名水・白川
水源が有名
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（概要）
○教育のまちづくりの⼀環として、⼩中学校、地域住⺠等と連携を取りながら、休⽇・放課後や⻑期休
暇を利⽤して、学習⽀援、実践体験活動、スポーツ活動等、様々なプログラムを提供
○ボランティアの活⽤、学校施設やケーブルテレビの利⽤等、効率的・効果的な⼯夫を実施

（事業の⽬的、事業総額）
○学年や学校間を超えての交流や地域住⺠との交流を通し、地域の活性化・
教育⼒の向上につなげるほか、核家族化や共働き家庭の増加を踏まえ、週末
や放課後に学習や様々な体験をさせる⼦どもの居場所を提供
○総事業費242百万円（起債額︓財政融資資⾦101百万円）

（地域の課題や実情）
○共働き世帯が多い中、学習塾が少ないなど学習⽀援体制が不⼗分
○⼈⼝減少に伴う少⼦⾼齢化と過疎化の進展により、教育環境の格差が広
がる懸念もあり、地域社会経済の維持、活性化が⼤きな課題

（成果・期待される効果等）
○全国学⼒・学習状況調査において、⼩中ともに県内トップクラス、多くの科
⽬・学年で全国・県内平均の成績を⼤きく上回る
○新型コロナウイルスの影響で休校となる中、従前からのケーブルテレビでの教
育環境の整備が奏功し、講座の放映による学習⽀援を実施
○住みたい⽥舎ランキング（㈱宝島社「⽥舎暮らしの本」）で3年連続総合1
位かつ9年連続ベスト3(2021年2⽉号時点)になり、移住希望者の増加にも
繋がる

学びの２１世紀塾推進事業（H22〜R2年度 ⼤分県豊後⾼⽥市）

⼟曜寺⼦屋講座（⼩学校）

夏季特別講座（中学校）

（市の概要）
・⼈⼝︓22,809⼈
（H31.1.1）
・H17に3市町が合併
・昭和の街並みを活かした
商店街「昭和の町」が有名
・従来より、移住⽀援、⼦
育て⽀援に注⼒
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対⾺市の概要
・⼈⼝29,707⼈（R2.5末現在）
年少13.1％、⽣産52.9％、⽼齢33.9％（H27国勢調査）
⾼校卒業後の進学や就職により
⽣産年齢⼈⼝が島外流出し減少

・基幹産業は漁業（イカ釣り、アナゴ、サザエなど）
林業（シイタケ）

・近年韓国からの観光客が増加していたものの、
コロナウイルスなどの影響により減少している。

・39200頭のシカが⽣息していると推測されている。
（H27年.⽣息状況調査）

取組状況の⾒える化について

▼解体施設

◀捕獲罠設置

解体体験研修
▲栄養⼠、▶⻘少年教育施設

▲⽪⾰製品

対⾺市ではイノシシ・シカ（有害⿃獣）による農林業被害
が深刻化し、⼈的被害やツシマヤマネコをはじめ貴重な⽣
態系への影響が危惧される状況。積極的な防護対策と捕獲
対策を⾏っているにもかかわらず、被害軽減はみられない
ため、より効果的な対策が求められていた。

被害対策として有害⿃獣の資源利⽤を促進することで、獣
害に強い安⼼して暮らせる地域づくり、島の新産業創出に
よる定住促進を図ることを⽬的とする。
対策⾯︓GPS等の活⽤により被害位置や捕獲地点を可視化
活⽤⾯︓捕獲から活⽤までを⾒据えたシステムを構築。

被害額は2047万円（H26）から435万円（H30)へ減少し、
5年間でおよそ8割減。現在では、島内で解体して、⾷⾁と
して販売しているほか、⼩中学校のジビエ給⾷として提供、
解体や⾷⾁加⼯の体験教室開催を通して⼈材育成、⽪⾰製
品の製造など、「獣害」から「獣財」へのキーワードのも
と取組を⾏っており、地域住⺠が参加する被害対策を促進
している。
※ジビエとは、狩猟で得た天然の野⽣⿃獣の⾷⾁のこと
（⽇本ジビエ振興協会）
事業年度H25〜R02
・総事業費︓132.5百万円（うち過疎債81.6百万円）
解体施設の運営費、加⼯品の企画等委託費

対⾺猪⿅利活⽤促進事業

▲シカの⻯⽥揚げ

▲捕獲従事者

事業開始以前の対⾺

事業の効果

事業の⽬的と概要
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取組状況の⾒える化について
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取組状況の見える化について

東日本大震災による原子力発電所の事故により、地域分
散型の再生可能エネルギー導入の機運の高まりを契機に、
平成30年12月にバイオマスセンター「ルフラン」が、小学
校の廃校跡（敷地及び校舎を活用）に完成した。ルフラン
とは仏語で「繰り返し」という意味で、廃棄物として処理
されていた生ごみなどを資源として、再度活用する循環の
まちづくりの拠点としての施設をイメージして命名された。
本施設では、生ごみやし尿などから液肥（肥料）や電気な
どを作り出し地産地消している。
・事業期間：H28～H30
・総事業費：21.9億円（うち過疎債18.1億円）
また、校舎の一部は、食品加工所、シェアオフィスなど

に活用している。（まち・ひと・しごと創生交付金事業）

みやま市の概要
・人口36,884人（R2.5末現在）
年少11.4％、生産53.8％、老齢34.8％（H27国勢調査）
S60以降人口が減少し、急速に少子高齢化が進行中

・基幹産業は農業（米、麦、みかん、なす、高菜など）
・6次産業化や高収益型農業の推進など付加価値の高い
農業を確立し、新規就農者や後継者の育成など支援

・メガソーラーの誘致など再生可能エネルギーの
普及や企業誘致に積極的な取組み

廃校を活用したバイオマスセンターの整備
（福岡県みやま市）
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１．団体の概要
久米島町（くめじまちょう）
位置 ： 沖縄本島の西約100㎞に位置する離島。
人口 ： 7,873人（H31.1:住基人口）
産業 ： 観光・農業。海洋深層水を利用したクルマエビ養殖の生産量は日本一。
課題 ： 近年は過疎化が進み、人口減少が進んでいる。

・離島留学生は全校生徒の約１割にあたる32名が在籍。
・留学志願者は増加傾向。応募者の一部は家族で移住した例もあ
る。離島留学卒業生の約半数は将来的に久米島での就職を希望し
ており、本事業により定住人口増加が期待される。

３．事業の成果・選定ポイント

【背景】
・県立久米島高校の入学者の減少により、同高校園芸科の廃科の方
針が示され、地域と高校が一体となり高校魅力化の取り組みを開始。
【取組内容】
・平成25年度、全国から入学者を募る離島留学を開始し、生徒受入
れのため里親制度を創設。
・過疎対策事業債を活用し、本事業の支援員の配置や里親への補助
（月額２万円）※を行っている。 ※平成２７年～２９年度実施

・平成27年度、町営塾を開始し、生徒の学習支援を行っている。
・平成28年度、合併特例債を活用し、町営寮を整備。

２．事業の概要

久米島高校

町営寮・町営塾

町営塾の様子

離島留学 ～久米島高校魅力化事業～
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