
【秋田県】実施中の地域再生計画

№ 主体 地域再生計画の名称 区域 支援措置の名称 認定回 認定日 最終変更日

1 秋田県
秋田県地域地方活力向上地域特定業務施設
整備促進プロジェクト

秋田県の全域
地方における本社機能の強化を行う事業者に対する特例
遊休工場用地等に導入する産業の特例 第36回 H28.3.15 H30.6.21

2 秋田県 「多様なしごと」で輝く移住促進計画 秋田県の全域 地方創生推進交付金 第39回 H28.8.30 H29.5.30

3 秋田県 みんなが住み続けるまちづくり推進計画 秋田県の全域
地方創生推進交付金
地方創生拠点整備交付金

第39回 H28.8.30 H30.3.30

4 秋田県 秋田の里地里山を守り継ぐプロジェクト 秋田県の全域
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連す
る寄附を行った法人に対する特例

第40回(1) H28.11.29

5 秋田県
世界遺産白神山地の保全を通じて「高質な田
舎」を実現するプロジェクト

秋田県の全域
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連す
る寄附を行った法人に対する特例

第40回(1) H28.11.29

6 秋田県 秋田版自然公園満喫プロジェクト計画 秋田県の全域 地方創生推進交付金 第40回(2) H28.12.13 H29.5.30

7 秋田県
少子高齢社会における新技術の導入による県
民総活躍支援計画

秋田県の全域 地方創生推進交付金 第40回(2) H28.12.13

8 秋田県 森づくり人材育成拠点整備計画 秋田県の全域 地方創生拠点整備交付金 第41回 H29.2.24

9 秋田県
田沢湖スキー場を核とした交流人口拡大推進
計画

秋田県の全域 地方創生拠点整備交付金 第41回 H29.2.24

10 秋田県
木材高度加工研究所
研究･開発機能強化計画

秋田県の全域 地方創生拠点整備交付金 第41回 H29.2.24

11 秋田県
企業と学生の医工連携人材育成を通じた地域
産業の競争力強化を実現するプロジェクト

秋田県の全域
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連す
る寄附を行った法人に対する特例

第42回 H29.3.28

12 秋田県
楽しく運動健康づくり事業～健康寿命日本一を
目指して～

秋田県の全域
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連す
る寄附を行った法人に対する特例

第42回 H29.3.28 H30.3.30

13 秋田県 プロフェッショナル人材活用促進計画 秋田県の全域 地方創生推進交付金 第43回 H29.5.1

14 秋田県 「秋田の空」のものづくり拠点形成推進計画 秋田県の全域 地方創生推進交付金 第43回 H29.5.30 H30.8.31

15 秋田県 秋田県地方創生インターンシップ推進計画 秋田県の全域 地方創生推進交付金 第43回 H29.5.30 H30.8.31

16 秋田県
観光施設と連携した近代美術館利活用促進計
画

秋田県の全域 地方創生拠点整備交付金 第43回 H29.5.30

17 秋田県 県立美術館を核とした交流人口拡大推進計画 秋田県の全域 地方創生拠点整備交付金 第43回 H29.5.30
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18 秋田県 移住者を読書で呼び込む秋田の元気創造事業 秋田県の全域
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連す
る寄附を行った法人に対する特例

第44回 H29.6.27

19 秋田県 あきたスマイルケア食研究開発事業 秋田県の全域
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連す
る寄附を行った法人に対する特例

第44回 H29.6.27

20 秋田県
地方大学の知見を生かした秋田発グローバル
ビジネス展開推進計画

秋田県の全域 地方創生推進交付金 第45回 H29.11.7

21 秋田県
秋田の素材でつながるローカルイノベーション
誘発促進計画

秋田県の全域 地方創生推進交付金 第45回 H29.11.7

22 秋田県 あきた発酵ツーリズム推進計画 秋田県の全域 地方創生推進交付金 第45回 H29.11.7

23 秋田県
県産花きの生産性革命に向けた秋田県花き種
苗センター再編整備計画

秋田県の全域 地方創生拠点整備交付金 第47回 H30.3.30

24 秋田県 あきたコメ活プロジェクト推進計画 秋田県の全域 地方創生推進交付金 第47回 H30.3.30

25 秋田県 起業で魅力的なしごと創出推進計画 秋田県の全域 地方創生推進交付金 第47回 H30.3.30

26 秋田県
働き方改革の理解・実践・フォローまでトータル
サポート推進計画

秋田県の全域 地方創生推進交付金 第47回 H30.3.30 H30.8.31

27 秋田県
木材高度加工研究所地域産業支援拠点機能
強化計画

秋田県の全域 地方創生拠点整備交付金 第49回 H30.8.31

28 秋田県、横手市
高効率電動モーターコイルを核とした自動車部
品製造拠点創出計画

秋田市、能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘

市、潟上市、大仙市、北秋田市、にかほ市及び仙北市並びに秋田県鹿

角郡小坂町、北秋田郡上小阿仁村、山本郡藤里町、三種町及び八峰

町、南秋田郡五城目町及び井川町、仙北郡美郷町並びに雄勝郡羽後

町の全域

地方創生推進交付金 第46回 H29.12.22

29 秋田県、大館市 「秋田犬」活用による観光地域づくり推進計画 秋田県の全域 地方創生推進交付金 第39回 H28.8.30 H30.8.31

30 秋田県、大館市 秋田総活躍社会実現促進計画 秋田県の全域 地方創生推進交付金 第39回 H28.8.30 H29.5.30

31 秋田市 秋田市農業ブランド確立プロジェクト 秋田市の全域 地方創生推進交付金 第39回 H28.8.30

32 秋田市 生涯活躍のひとづくり推進プロジェクト 秋田市の全域
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連す
る寄附を行った法人に対する特例

第42回 H29.3.28

33 能代市 道の駅を核とした地域活性化プロジェクト 能代市の全域 地方創生推進交付金 第43回 H29.5.30

34 能代市 「木都能代」拠点整備事業計画 能代市の全域 地方創生拠点整備交付金 第47回 H30.3.30

35 横手市
～まんが原画収蔵作家数世界一～「まんがの
聖地」整備による交流人口拡大プロジェクト

横手市の全域 地方創生拠点整備交付金 第41回 H29.2.24
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36 横手市 人と地域が燦く活動拠点整備事業 横手市の全域 地方創生拠点整備交付金 第41回 H29.2.24

37 横手市
「増田まんが美術館PR戦略」による交流人口拡
大プロジェクト

横手市の全域
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
連する寄附を行った法人に対する特例

第48回 H30.7.6

38 横手市 「みんなでささえあい燦く地域づくり」事業 横手市の全域
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
連する寄附を行った法人に対する特例

第48回 H30.7.6

39 横手市 持続可能な「ホップの郷」づくり事業 横手市の全域
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
連する寄附を行った法人に対する特例

第48回 H30.7.6

40 大館市 ペットと泊まれる宿泊施設整備事業 大館市の全域
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連す
る寄附を行った法人に対する特例

第38回 H28.8.2

41 大館市 大館板ＣＣＲＣ事業 大館市の全域 地方創生推進交付金 第39回 H28.8.30

42 大館市 大館市ペットと泊まれる宿泊施設整備計画 大館市の全域 地方創生拠点整備交付金 第41回 H29.2.24 H29.5.30

43
大館市、北秋田市、
小坂町

地域産品磨き上げ事業
大館市、北秋田市、小坂
町の全域

地方創生推進交付金 第39回 H28.8.30

44
大館市、北秋田市、小
坂町、上小阿仁村

地域連携ＤＭＯ秋田犬ツーリズムによる観光振
興事業

大館市、北秋田市、小坂
町、上小阿仁村の全域

地方創生推進交付金 第43回 H29.5.30 H30.8.31

45 男鹿市 男鹿市複合観光施設整備事業計画 男鹿市の全域 地方創生拠点整備交付金 第43回 H29.5.30

46 男鹿市
男鹿版DMOを核とした地域ブランドづくり推進事
業

男鹿市の全域 地方創生推進交付金 第47回 H30.3.30

47 湯沢市 地熱水を活用した高収益園芸作物の実証事業
湯沢市の区域の一部
（皆瀬地区）

まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連す
る寄附を行った法人に対する特例

第38回 H28.8.2

48 湯沢市
「ゆざわ発新しい働き方」推進（クラウドソーシン
グ・在宅ワーク推進）事業

湯沢市の全域 地方創生推進交付金 第39回 H28.8.30 H29.5.30

49 鹿角市 移住･定住促進プロジェクト 鹿角市の全域 地方創生推進交付金 第39回 H28.8.30 H29.5.30

50 鹿角市 角ぐむ「鹿角」ブランド確立プロジェクト 鹿角市の全域 地方創生推進交付金 第39回 H28.8.30 H29.5.30

51 鹿角市 かづの地域商社確立プロジェクト 鹿角市の全域 地方創生推進交付金 第47回 H30.3.30

52 由利本荘市
「自然環境と調和した、優しさのある定住都市」
水環境再生計画

由利本荘市の全域 汚水処理施設整備交付金 第31回 H27.3.27

53 由利本荘市
健康の駅ネットワークを活用した地域活性化プ
ロジェクト

由利本荘市の全域 地方創生推進交付金 第40回(2) H28.12.13 H30.3.30
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54 由利本荘市 地域産業を支える人材の確保 由利本荘市の全域 地方創生推進交付金 第40回(2) H28.12.13 H29.5.30

55 由利本荘市 由利本荘まるごとブランド確立事業 由利本荘市の全域 地方創生推進交付金 第40回(2) H28.12.13 H30.3.30

56 大仙市 野球を通じた交流人口拡大プロジェクト 大仙市の全域
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連す
る寄附を行った法人に対する特例

第42回 H29.3.28

57 大仙市
「大曲の花火」ブランドによる農林資源活用新事
業プロジェクト～花火産業振興と森林再生～

大仙市の全域 地方創生推進交付金 第43回 H29.5.30 H30.3.30

58 大仙市
成長的農作物を活用した発酵食IBURIプロジェ
クト

大仙市の全域 地方創生推進交付金 第49回 H30.8.31

59 北秋田市 移住定住ネットワークセンター整備事業計画 北秋田市の全域 地方創生拠点整備交付金 第41回 H29.2.24

60 北秋田市
北秋田市クウィンス森吉宿泊施設整備事業計
画

北秋田市の全域 地方創生拠点整備交付金 第41回 H29.2.24

61 北秋田市
「秋田内陸線阿仁合駅」観光拠点施設整備事
業計画

北秋田市の全域 地方創生拠点整備交付金 第43回 H29.5.30

62 北秋田市
北秋田打当温泉マタギの湯どぶろく工房整備事
業計画

北秋田市の全域 地方創生拠点整備交付金 第43回 H29.5.30

63 北秋田市 森吉山ウエルカムステーション整備事業 北秋田市の全域 地方創生拠点整備交付金 第49回 H30.8.31

64 にかほ市 にかほ市移住Ｕターン定住促進計画 にかほ市の全域 地方創生推進交付金 第43回 H29.5.30 H30.8.31

65 仙北市 桜に彩られたまちづくり計画 仙北市の全域
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連す
る寄附を行った法人に対する特例

第38回 H28.8.2

66 仙北市
豊かな地域資源を活かした持続可能なまちづく
り

仙北市の全域 地方創生推進交付金 第43回 H29.5.30

67 仙北市 近未来技術を活用した夢のあるまちづくり 仙北市の全域 地方創生推進交付金 第43回 H29.5.30

68 仙北市
農業IoT及び水素エネルギー利用による産業創
造イノベーション

仙北市の全域 地方創生推進交付金 第49回 H30.8.31

69 小坂町
地域資源との連携による「グリーンツーリズム推
進プロジェクト」事業

小坂町の全域 地方創生推進交付金 第43回 H29.5.30 H30.3.30

70 藤里町 藤里町総合戦略実践計画 藤里町の全域 地方創生推進交付金 第43回 H29.5.30 H30.8.31

71 三種町
地域会社によるじゅんさいとふるさと資源を活用
した地域再生事業

三種町の全域 地方創生推進交付金 第40回(2) H28.12.13
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72 五城目町 起業家移住促進計画 五城目町の全域 地方創生推進交付金 第39回 H28.8.30 H29.5.30

73 八郎潟町 八郎潟町商店街活性化計画 八郎潟町の全域 地方創生拠点整備交付金 第41回 H29.2.24

74 井川町 安心子育て環境づくり計画 井川町の全域 地方創生拠点整備交付金 第41回 H29.2.24

75 大潟村 大潟村子育て支援計画 大潟村の全域 地方創生拠点整備交付金 第43回 H29.5.30

76 大潟村 自然エネルギー地産地消推進事業 大潟村の全域 地方創生推進交付金 第43回 H29.5.30

77 大潟村 大潟村農産物・加工品の輸出促進事業 大潟村の全域 地方創生推進交付金 第43回 H29.5.30 H30.3.30

78 美郷町 “生薬の里　美郷”構想推進事業 美郷町の全域
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連す
る寄附を行った法人に対する特例

第38回 H28.8.2

79 美郷町 “美郷で定住”促進プロジェクト 美郷町の全域
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連す
る寄附を行った法人に対する特例

第38回 H28.8.2

80 美郷町 「美郷を創る」みさとびと育成プログラム事業 美郷町の全域 地方創生推進交付金 第39回 H28.8.30

81 羽後町 羽後町しごと改革 羽後町の全域 地方創生推進交付金 第43回 H29.5.30

82
岩手県、宮城県、秋
田県及び山形県

岩手・宮城・秋田・山形連携による未来を創るも
のづくり企業等イノベーション創出促進計画

岩手県、宮城県、秋田県
及び山形県の全域

地方創生推進交付金 第39回 H28.8.30 H29.5.30

83
青森県青森市、岩手県盛岡市、宮
城県仙台市、秋田県秋田市、山形
県山形市及び福島県福島市

東北６市連携による祭りコンテンツ等を活用した
観光連携プロジェクト

青森県青森市、岩手県盛岡市、宮城県
仙台市、秋田県秋田市、山形県山形市
及び福島県福島市の全域

地方創生推進交付金 第43回 H29.5.30 H30.3.30
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